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「タブレットコンピューターとそれを取り巻く産業構造に係る最近の動向」 

 

市川類＠JETRO/IPA NY 

 

１．はじめに 

 

米国においては、最近、スマートフォンや電子書籍に係る市場が急速に伸びつ

つあり1、その産業構造が形成されつつあるが、このような中、本年（2010 年）4

月に販売が開始された Apple の iPad を契機に、タブレットコンピューターの市場

への関心が急速に高まつつあり、今後スマートフォンや電子書籍を含む産業構造

に大きな影響が見込まれる。 

具体的には、今回のタブレットコンピューターは、スマートフォン市場のプラ

ットフォームを拡張する形で登場してきており、従来のノート PC／ネットブック

で中心であった Microsoft の世界から、スマートフォンで優位を確保しつつある

Apple、 Google が競合する世界が注目されてきている。 

また、電子書籍市場においては、これまで Amazon.com が、専用機とストアの

両輪で優位にたってきたが、キラーアプリの一つとして電子書籍を掲げるタブレ

ットコンピューターの登場により、汎用機と専用機の競合・共存も含めて、新た

な産業構造が模索されつつある。 

このような問題意識の下、本稿においては、米国における iPad を含むタブレッ

トコンピューターと登場と、スマートフォンを含めたプラットフォームに係る競

合、電子書籍ビジネスの産業構造に与える影響に係る最近の動向について、報告

する。 

 
 

２．タブレットコンピューターの位置づけ 

（１）タブレットコンピューターの位置づけ 

 本報告においては、iPad に代表されるタブレットコンピューターと、それを取

り巻く産業構造に係る最近の動向について取りあげる。 

①� タブレットコンピューターの位置づけ 

＜タブレットの定義＞ 

                                            
1
 最近の、スマートフォンを巡る動向については、NYだより 2009年 12月号、また、電子書籍を巡る動向

については、NYだより 2009年 11月号参照。 
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タブレットコンピューターとは、IDC2による最近の定義では、「7-12 インチの

スクリーンを備え、物理的なキーボードのない、メディア・コンピューティング

デバイス」としている。すなわち、タブレットコンピューターは、コンピュータ

ー端末として見た場合、以下の特徴を有する。 

・ 中間的な大きさ：スマートフォンや PC などと比較して、中間的な大きさで

あり（ノート／ネットブックよりも若干小さい）、したがって、持ち運び

（モバイル）しやすく、かつ、電子書籍、Web ページなど文章を読むのには

適している。 

・ キーボードなし：キーボートがなく、通常タッチパネルで操作するため、持

ち運びをし、気軽に利用するのに適している。ただし、本格的な文章を書く

には必ずしも便利でない面がある。 

 

＜タブレットコンピューターの位置づけ＞ 

このようなタブレットコンピューターは、デバイス（端末）としては、必ずし

も新しいものではなく、実際に、従来から、MID（Mobile Internet Devices）の一

つとして製品化されていた。 

しかしながら、近年のタッチパネル技術の進展に加え、そのキラーアプリとし

て位置づけられる電子書籍ビジネスが、2009 年以降急速に普及し始めたことを背

景に、Apple が、独立した単体の端末というよりは、それまで広く普及していた

iPhone/ iPod Touch のプラットフォームを拡張する形で iPad を開発、販売を開始

したことに伴い、急激に火がついた形となっている。 

 

したがって、このタブレットコンピューターは、産業構造・競争上においては、

以下の 2 つの方向の中にあると位置づけられる。 

・汎用コンピューター内における位置づけ（OS 間／PC 系端末との競合） 

コンピューター（汎用）端末に関しては、モバイル化が進展する中で、PC

系では、ノートブック、ネットブックへの拡充する一方、携帯の枠組みの中か

らスマートフォンが登場してきており、今後両者の競合が見込まれていた3。 

このような中、タブレットは、スマートフォンとノート／ネットブックの中

間的なものと位置づけられるが、今回特に Apple がスマートフォンの延長とし

て先手を打ってきた点が特徴であると言える。 

・汎用機と専用機との関係（電子書籍リーダーとの競合） 

 従来から、PC、スマートフォンなどの汎用コンピューターと、カメラ、

MP3 プレーヤーなどの各種の専用機とは、一般的にアーキテクチャーは異なる

ものの4、機能的には競合関係にある。ただし、これらの専用機においては、

                                            
2
 http://www.computerworld.jp/topics/pcc/182170.html 

3
 NYだより 2009年 12月号参照。 

4
  一般的に、専用機の多くは、デバイスにソフトを組み込むといういわゆる「組み込みソフト」という形で開

発がなされているのに対し、汎用機においては、OS（プラットフォーム）をベースに、アプリをインストール

http://www.computerworld.jp/topics/pcc/182170.html
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高機能化、利便性の拡充、低コスト化等を図ることによって、棲み分けを図っ

ており、尐なくとも現時点では、多くのものが共存している5。 

 このような中、今回のタブレットの登場は、そのキラーアプリである電子書

籍に係る専用機（電子書籍リーダー）の登場とほぼ同じ時期に発生しており、

今後の棲み分けが注目される。 

  

タブレットの位置づけ（汎用機内での位置づけと専用機との関係）6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②� タブレット市場の見込み 

このように iPad を中心にタブレットへの関心が高まる中、多くの調査会社が、

今後のタブレット市場の大きな拡大を見込んでいる。具体的には、2010 年におい

て概ね 400～700 万台と見込んでいるものの、2010 年 4 月 3 日に販売開始された

iPad は 2 カ月弱で既に 200 万台を売り上げており、更なる拡大も見込まれる。 

 

タブレットコンピューター市場の見込み 

調査会社（発表月） 見込み 

IDC（2010 年 5 月 20 日）
7
 ・2010 年：700 万台、2014 年：4,600 万台 

                                                                                                                                     
（必要に応じて更新）するというアーキテクチャーとなっている。特に後者においては、インターネットと接続

されることにより、プラットフォーム自体もバージョンアップが可能となる点が特徴である。 
5
 例えば、スマートフォンの登場に伴い、携帯、カメラ、MP3プレーヤー、あるいは、ゲーム機の機能を有す

るようになってきているが、現時点では、高機能の専用機（例えばカメラなど）は共存している状況にあり、

全てがスマートフォンに置き換わるという状況では現時点ではない。 

一方、かつて、PC（デスクトップ、ノートブック）の登場に伴い、そのキラーアプリであった、ワードプロセッ

サーの専用機などが消滅した経緯がある。 
6
 出典：筆者作成。 

7
 http://www.computerworld.jp/topics/pcc/182170.html 

http://www.informationweek.com/news/hardware/handheld/showArticle.jhtml?articleID=224900592 

 
SMS 

スマートフォン タブレット 

ノート PC 

デスクトップ 

携帯電話 

カメラ 

MP3 Player 

ゲーム機 

電子書籍・新聞 

ワードプロセッサー 

TV 

汎用機 

 

専用機 

小←〔大きさ〕→大 

機器：Apple, HTC, Motorola 等 

OS: Apple OS, Android 等 

半導体：ARM 等 

機器: HP, Dell, Acer, Asus 等 

OS: Windows 等 

半導体: Intel 等 

（音声系） 

（文章系） 

（画像系） 

http://www.computerworld.jp/topics/pcc/182170.html
http://www.informationweek.com/news/hardware/handheld/showArticle.jhtml?articleID=224900592
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・タブレットを「生活必需品」とする消費者が増加。 

ABI Research（2010 年 2 月）
8
 ・2010 年：400 万台、2015 年：5,700 万台。 

Deloitte（2010 年 1 月）
9
 ・2010 年：数千万台。 

 

 もちろん、この 2010 年時点の市場規模は、コンピューター端末全体を見た場合、

まだ多いものではない。しかしながら、スマートフォンが、ここ数年で、1 億台以

上売り上げるようになったことを踏まえれば、今後コンピューター端末市場に大

きな影響を与えることが想定される。 

 

コンピューター端末市場の規模比較（世界）10 
 2008 年 2009 年 2010 年（見込） 

デスクトップ 1 億 5190 万台 1 億 2440 万台 － 

ノートブック 1 億 3960 万台 1 億 5600 万台 － 

タブレット － － 400~700 万台 

スマートフォン 1 億 3930 万台 1 億 7250 万台 － 

電子書籍リーダー － 300 万台 700 万台 

 
 

（２）タブレットコンピューターを巡る産業構造の変化 

①� モバイル系・クラウド系 IT 企業の動き 

このようなタブレット市場、電子書籍に関連する大手 IT 企業としてあげられる

のは、Apple、Google、Amazon の 3 社である。 

 

主要な米国 IT 企業全体で見た場合、企業部門を中心に／含めてビジネスを行っ

ている IBM、HP、Microsoft などと比較して、これらの企業は必ずしも規模が現時

点で十分に大きい訳ではない。 

                                            
8
 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/04/news012.html 

9
 http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20406975,00.htm 

10
 出典：デスクトップ、ノートブックは、iSuppli社見込み（2009年 6月時点）。 

http://www.isuppli.com/News/Pages/PC-Market-to-Suffer-First-Decline-in-2009-in-Since-Dot-Com-
Bubble.aspx 

スマートフォンは、ガートナー資料。http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1306513 

電子書籍リーダーは、Forrester Reaserch予測調査（2009年 10月）。 

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-11830020091007 

なお、最近では、2010年 6月 Forresterのアナリストは、タブレットの売上は、2012年には、ネットブック

の売上を超えるとの予測を発表している。また、Display Researchも同様の内容を発表。 

http://www.informationweek.com/news/storage/portable/showArticle.jhtml?articleID=225700578 
http://jp.techcrunch.com/archives/20100617forrester-tablets-outsell-netbooks/ 
http://www.informationweek.com/news/storage/portable/showArticle.jhtml?articleID=225700281 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/04/news012.html
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20406975,00.htm
http://www.isuppli.com/News/Pages/PC-Market-to-Suffer-First-Decline-in-2009-in-Since-Dot-Com-Bubble.aspx
http://www.isuppli.com/News/Pages/PC-Market-to-Suffer-First-Decline-in-2009-in-Since-Dot-Com-Bubble.aspx
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1306513
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-11830020091007
http://www.informationweek.com/news/storage/portable/showArticle.jhtml?articleID=225700578
http://jp.techcrunch.com/archives/20100617forrester-tablets-outsell-netbooks/
http://www.informationweek.com/news/storage/portable/showArticle.jhtml?articleID=225700281
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しかしながら、これらの 3 社は（コアは異なるものの）、いずれもモバイル・

クラウド（インターネットビジネス）においても先行する企業であり、モバイ

ル・クラウドの流れの中で、これらの企業が、タブレット市場を含めた新たな市

場におけるプラットフォームの確立に向け競合しつつある。 

実際に、この 3 社は、米国の IT 業界で業績を大きく伸ばしているのは、この 3

社は、2009 年の景気低迷時においても、売上の対前年度比においても、プラスを

維持し続けてきている。 

 

Apple, Google. Amazon の比較11 

企業 コア モバイル クラウド 

Apple PC 等機器販売 iPhone, iPad 等 （iTunes Store） 

Google 検索広告ビジネス Android 等 Google Apps 等 

Amazon.com 電子商取引 Kindle EC2, S3 等 

 

米国主要 IT 企業の売上推移12 
  ＜売上高推移（対数）＞       ＜対前年度同期比（2007 年以降）＞ 

1

10

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Apple
Google
Amazon
Microsoft
Intel 
IBM
HP

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

7Q1 7Q2 7Q3 7Q4 8Q1 8Q2 8Q3 8Q4 9Q1 9Q2 9Q3 9Q4 10Q1

Apple
Google
Amazon
Microsoft
Intel
IBM

 
 

 このような中、2010 年 5 月 26 日、Apple の時価総額が、Microsoft の時価総額

を超えたことが象徴的な事象として捉えられている13。 

 

②� プラットフォームを巡る競争 

このタブレットコンピューターに関しては、プラットフォームを巡る競合が注

目される。具体的には、汎用コンピューター内でのプラットフォームに係る競合

と、電子書籍に係るプラットフォームを巡る競合である。 

 

                                            
11

 出典：筆者作成。 
12

 出典：各社 Annual Report（10K）、四半期決算資料（10Q）より作成。 
13

 http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20414086,00.htm 

ただし、Microsoftの Office及びWndowsは引き続き、収益性の高いビジネスであると捉えられている。 

単位：10 億ドル 

http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20414086,00.htm
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＜タブレットコンピューターのプラットフォーム＞ 

タブレットコンピューターに関しては、Apple が、同社が強みを有するスマート

フォン（iPhone）の延長として、OS の対象範囲を拡大する形で手を打ってきた。 

これに対してスマートフォンの分野では、既に熾烈な競争を繰り広げている

Google の Android がどのような手を打ってくるか、また、Apple の iPad 以前にタ

ッチパネルの操作を可能とする Windows 7 を発表しており、Office などの業務用

分野での強みを有する Microsoft がどのように手を打ってくるかが注目される。 

なお、その際、Apple は機器の販売を主要ビジネス（コア）としているため、ア

プリ層については、オープン化を行い（ただし限定的。後述。）多数の開発者を

惹きつけ、端末・OS を魅力的なものとする一方、OS については、他の機器メー

カーにおける利用を認めず、クローズドな戦略を取っているのに対し、Google は、

自社の Web 利用（広告）を主要ビジネス（コア）としているため、アプリ層はも

ちろんのこと、OS も多数の機器メーカーにオープンソースで利用を認めるという

オープンな戦略をしている点が注目される14。 

 

スマートフォン／タブレットを巡る競合の構造15 
 スマートフォン タブレット ネットブック ノートブック／PC 

 

OS 一体型 

  
 
 
 
 
 

OS 分離型 

（OS 企業） 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OS 分離型 

（機器企業） 

 
 

    

半導体 

 

    

 

＜電子書籍に係るプラットフォーム＞ 

 これまで、書籍の販売プラットフォームで最も優位を確立しているのは、

Amazon である。同社は、自ら専用機（Kindle）を販売するとともに、ストアの充

実を図ることによって、電子書籍ビジネス分野を新たに切り拓いたが、これに対

                                            
14

 なお、PCの世界では、有償ではあるものの、オープンな戦略を取ってきた Microsoftがクローズドな戦

略をとってきた Appleに対して、優位を維持する結果となっている。 
15

 出典：筆者作成（NYだより 2009年 12月号図表を若干修正） 

Apple- iPhone Apple- Mac 

Microsoft – Windows 

Google – Android 

RIM-Blackberry 

Windows Phone 

Samsung、LG、Motorola, 

Sony-Ericsson 

HTC 

HP、Dell、Aser、Lenovo、Asus 

ARM Intel 
 

Apple- iPad 
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して、Apple は、汎用機（iPad）を販売するとともに、自らストアを設置すること

により全面参入している16。 

ただし、Amazon の主要ビジネス（コア）は、（オンラインでの）書籍販売で

あるのに対し、Apple のコアは、上述の通り、機器の販売であることから、

Amazon の電子書籍ストアには、Apple の iPad など他の機器からのアクセスを広

げ、書籍販売の拡大を目指す一方、Apple の iPad においては、他のストアへのア

クセスを認めることにより、機器の魅力を高めるという方向にある。 

 

電子書籍ビジネスを巡るプラットフォームを巡る関係17 
 書籍店系 機器メーカー系 検索広告系 

ストア 

(音楽) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

(書籍) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

機器 

 

   
 

OS    

 

 このような問題意識の下、以下においては、第三章において、タブレットとス

マートフォンを含むそのプラットフォームを巡る競合関係について、また、第四

章においては、タブレットの登場に伴う電子書籍の競合関係について、記述する。 

 
 

３．タブレットビジネスとプラットフォームを巡る競合 

 

 タブレットに関しては、Apple がスマートフォン（iPhone）のプラットフォー

ムを拡大する形で、iPad の販売を開始してきており、今後、スマートフォン市場

で繰り広げられている Google とのプラットフォームに係る競合が、タブレット市

場その他にも広がっていくものと考えられる。 

 

（１）iPad とタブレットを巡る動向 

 タブレット市場は、Apple の IiPad の参入により、急速に関心を高めており、

Google を始め、各種の IT 企業が、今後の参入に向けた動きを示している。 

                                            
16

 なお、Appleと Amazonは、既に、オンラインでの音楽販売においては、直接の競合関係にある。 
17

 出典：筆者作成。 
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①� タブレットコンピューターの経緯 

タブレットコンピューターは、前述の通り、全く新しいものではない。実際に、

例えば、各種の MID（Mobile Internet Devices）の中には、ペン（スタイラスペ

ン）で入力するようなタイプのものが以前から存在する。 

そのような中、近年、タッチ入力を導入することが容易可能になったこと、特

に、2009 年 10 月に発表された Windows 7 において、タッチ入力の機能がサポー

トされたことから18、各ベンチャー企業においては、主として Windows を利用し

たタブレットコンピューターの開発が進んでいた。実際に、Apple によるタブレッ

ト開発が噂されていた 2009 年後半頃から、PC 系企業に加え、多数のベンチャー

他社において、タブレットの開発が進められており、これらの機器は 2010 年に入

って相次いで発表がなされてきている19。 

 

最近のタブレットコンピューター開発を巡る動き（中小・ベンチャー企業） 

会社名（本社） 製品名 OS 半導体 価格 

サイズ 

備考 

Axiotron 
(Canada) 

Modbook
20

 
Mac OS 
 

Intel Core 
2 Duo 

$899 
13.3 

2007 年販売 

Viliv
21

 
(Korea) 

S5, S7, 

S10 等 

Windows Atom $597 
10 

S10 は 2010 年発売 

Archos  
(France) 

9 Pc 

Tablet
22
等 

Windows Atom $550 
8.9 

MID 系ベンダー 

ExoPC 
(Canada) 

ExoPC 
Slate

23
 

Windows 
 

Atom $599 
11.6 

2010 年 3 月販売開始
24
。 

Fusion Garage
25

 
(Singapore) 

JooJoo
26

 Linux 
 

Atom $499 
12.1 

2010 年 3 月販売開始
27
。5

月、日本発売を発表
28
。 

                                            
18

 http://japan.cnet.com/news/commentary/story/0,3800104752,20396057,00.htm 

なお、Microsoftは、2008年に、Surfaceという名のタッチコンピューターを開発している。
http://www.businessweek.com/technology/content/jun2008/tc20080630_616405.htm 
19

 http://jp.techcrunch.com/archives/20100312seven-alternatives-to-the-apple-ipad/ 
http://jp.techcrunch.com/archives/20100402seven-more-ipad-alternatives/ 
20

 http://www.axiotron.com/index.php?id=modbook 
21

 http://www.myviliv.com/eng/aboutus/overview.asp 
22

 http://www.archos.com/products/nb/archos_9/index.html?country=us&lang=en 
23

 http://www.exopc.com/en/index.php、http://www.exopc.com/en/exopc-slate.php 
24

 http://www.examiner.com/x-31185-Vancouver-Computer-Gear-Examiner~y2010m2d1-ExoPC-
unveils-iPadlike-tablet-with-netbook-functionality 
http://news.livedoor.com/article/detail/4586762/ 
25

 これはもともと、シリコンバレーのブログ誌である Tech Crunchの編集者が、2008年 6月に、200 ドル

のタブレット機を作るという目標で立ち上げたプロジェクトである CrunchPad（Linux ベース、Atom利用）が

原型。同プロジェクトでは、シンガポール企業の Fusion Garageとの連携により、2009年 6月にはプロト

タイプが開発されているが、その後、2009年 11月、Fusion Garageは自ら販売すると主張し（その後

TechCruchとは法廷闘争へ）、JooJooとの名前で、販売に至ったもの。 

http://techcrunch.com/2009/06/03/crunchpad-the-launch-prototype/ 
26

 https://thejoojoo.com/ 

http://japan.cnet.com/news/commentary/story/0,3800104752,20396057,00.htm
http://www.businessweek.com/technology/content/jun2008/tc20080630_616405.htm
http://jp.techcrunch.com/archives/20100312seven-alternatives-to-the-apple-ipad/
http://jp.techcrunch.com/archives/20100402seven-more-ipad-alternatives/
http://www.axiotron.com/index.php?id=modbook
http://www.myviliv.com/eng/aboutus/overview.asp
http://www.archos.com/products/nb/archos_9/index.html?country=us&lang=en
http://www.exopc.com/en/index.php
http://www.exopc.com/en/exopc-slate.php
http://www.examiner.com/x-31185-Vancouver-Computer-Gear-Examiner~y2010m2d1-ExoPC-unveils-iPadlike-tablet-with-netbook-functionality
http://www.examiner.com/x-31185-Vancouver-Computer-Gear-Examiner~y2010m2d1-ExoPC-unveils-iPadlike-tablet-with-netbook-functionality
http://news.livedoor.com/article/detail/4586762/
http://techcrunch.com/2009/06/03/crunchpad-the-launch-prototype/
https://thejoojoo.com/
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Neofonie 
(Germany) 

WePad
29

 
 

Android 
 

Atom €449～ 

11.6 

2010 年 3 月発表
30
。 

Nortion Ink 
(India) 

Adam
31

 Android 
 

ARM 不明 

10.0 

2010 年 2 月報道
32
（2010 年

夏に販売予定）。 

Open Peak 
(Baca Raton, FL) 

Open 
Tablet 7

33
 

（不明） 

 

Atom 不明 

7 

2010 年 2 月発表。3 月 AT&T

との連携を発表
34
。 

Modbook      Viliv S10      Archos 9       JooJoo       WePad         ExoPC Slate         Adam             OpenPeak 

 

 

これらのベンチャー企業等のタブレットについては、iPad の発表後において、

ライバル機種として注目を浴びており、既に販売されているものも尐なくないも

のの、現時点では、必ずしも十分な売上を得ているわけではないように見える。 

②� Apple（iPad）を巡る動向 

＜iPad の販売動向＞ 

 一方、Apple によるタブレットコンピューターの取り組みは、突然出て来たもの

でなく、業界においては、2008 年頃から既に噂になっており、2009 年中におい

ては、ほぼ年中いつ発表されるのかと常に話題になっていた35。 

                                                                                                                                     
27

 http://www.engadget.com/2010/04/01/the-joojoo-is-here-seriously/ 
http://www.engadget.com/2010/04/05/fusion-garage-joojoo-review/ 
28

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/21/news080.html 
29

 http://journal.mycom.co.jp/news/2010/04/14/067/index.html 
30

 http://www.crunchgear.com/2010/04/12/the-wepad-gets-a-price-and-launch-date/ 
http://hothardware.com/News/Neofonie-WePad-Is-An-116-AndroidBased-iPad-Killer/ 
31

 http://www.notionink.in/ 
32

 http://blog.laptopmag.com/spied-notion-ink-adam-tablet-with-a-slimmer-refined-design 
33

 http://www.openpeak.com/OpenTablet7.php 
34

 http://www.openpeak.com/PressReleases.php 
35

 例えば、以下の通り。 

・2008年 5月、Tablet Macが、2008年秋にも発表されるのではないかとの噂が報道。 

http://www.zdnet.com/blog/apple/rumor-tablet-mac-coming-this-fall-updated-5x/1786 

・2008年 12月末には、iPod Touchの大型版が、2009年秋にでも発表になるのではとの噂が報道。 

http://techcrunch.com/2008/12/30/large-form-ipod-touch-to-launch-in-fall-09/ 

・2009年 5月には、Netbook市場に対して、Tabletを 2010年に投入するとの噂が報道。 

http://techcrunch.com/2009/05/21/what-we-know-about-the-apple-tablet-so-far/ 
http://www.appleinsider.com/articles/09/05/21/apple_to_answer_netbook_market_with_500_700_ta
blet_report.html 

・2009年 7～8月、Apple Tabletが 2009年 9月に発表になるのではないかと噂。リーク写真も登場。 

http://www.zdnet.com/blog/apple/rumor-tablet-mac-coming-this-fall-updated-5x/1786 
http://mashable.com/2009/08/03/apple-tablet-tested/ 
http://www.engadget.com/2009/08/15/apple-tablet-pic-leaked-this-is-the-real-one-we-can-feel-it/ 
http://money.cnn.com/2009/11/16/technology/apple_tablet/ 

http://www.engadget.com/2010/04/01/the-joojoo-is-here-seriously/
http://www.engadget.com/2010/04/05/fusion-garage-joojoo-review/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/21/news080.html
http://journal.mycom.co.jp/news/2010/04/14/067/index.html
http://www.crunchgear.com/2010/04/12/the-wepad-gets-a-price-and-launch-date/
http://hothardware.com/News/Neofonie-WePad-Is-An-116-AndroidBased-iPad-Killer/
http://www.notionink.in/
http://blog.laptopmag.com/spied-notion-ink-adam-tablet-with-a-slimmer-refined-design
http://www.openpeak.com/OpenTablet7.php
http://www.openpeak.com/PressReleases.php
http://www.zdnet.com/blog/apple/rumor-tablet-mac-coming-this-fall-updated-5x/1786
http://techcrunch.com/2008/12/30/large-form-ipod-touch-to-launch-in-fall-09/
http://techcrunch.com/2009/05/21/what-we-know-about-the-apple-tablet-so-far/
http://www.appleinsider.com/articles/09/05/21/apple_to_answer_netbook_market_with_500_700_tablet_report.html
http://www.appleinsider.com/articles/09/05/21/apple_to_answer_netbook_market_with_500_700_tablet_report.html
http://www.zdnet.com/blog/apple/rumor-tablet-mac-coming-this-fall-updated-5x/1786
http://mashable.com/2009/08/03/apple-tablet-tested/
http://www.engadget.com/2009/08/15/apple-tablet-pic-leaked-this-is-the-real-one-we-can-feel-it/
http://money.cnn.com/2009/11/16/technology/apple_tablet/
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このような中、Apple は、2010 年 1 月 27 日に、正式に iPad に係る製品発表を

行う36とともに、2010 年 4 月 3 日に、米国（WiFi 版）での販売を開始した37。

（なお、3G 版は 4 月 30 日、また、海外 9 カ国38では 5 月 28 日に販売を開始。） 

iPad は、これまでのところ、非常に好調な販売を記録している。具体的には、

販売初日（4 月 3 日）には 30 万台（予約分含む）39、週内（4 月 8 日）までに 45

万台40、3G 版の販売開始直後の 4 月 30 日には（28 日間で）合計 100 万台41、ま

た、海外版開始直後の 5 月 31 日には 200 万台を超えたことが発表されている42。

なお、この売上ベースに関し、初代 iPhone では販売開始後の 1 ヶ月の売上が 27

万台であり、また、100 万台を売り上げるの 74 日を要したことと比較すると、倍

以上の速度で売れているとしている43。このように好評な販売が続く中、販売当初

においては、売り切れはなかったものの、4 月後半以降、供給が需要に追いついて

いない状況が続いている44。また、このような iPad 人気の中で、iPad のアプリの

数も確実に拡大している。具体的には 5 月後半時点で、7,000 件を超えており、

iPad 発売以来、1 週間に 1,000 本ベースで拡大している45。 

                                                                                                                                     
・2009年 12月、Wall Streetのアナリスト 2名が、サプライチェーンからの話として、2010年 3月の登場

を証言。その後、年末年始にかけて、多くの報道がなされる。 

http://www.computerworld.jp/topics/apple/169989.html 

・なお、この頃、新製品の名前は、「iSlate」ではないかと噂されていた。 

http://jp.techcrunch.com/archives/20091225apple-islate/ 
36

 http://www.nytimes.com/2010/01/28/technology/companies/28apple.html 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100128/343853/ 
37

 http://www.nytimes.com/2010/04/04/technology/04ipad.html 
38

 豪州、カナダ、フランス、ドイツ、英国、イタリア、スペイン、スイス、日本。なお、当初予定の 4月末販売

予定から、延期。 

 なお、海外版販売開始以前から、E-bayを通じて、海外に流れていることが報道されている。 

http://jp.techcrunch.com/archives/20100510ebay-sells-5000-plus-ipads-uae-buyers-pay-highest-

prices/、http://news.cnet.com/8301-27076_3-20004562-248.html 

http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/08/the-ipad-travels-the-world-via-ebay/ 

 また、日本でも販売開始の状況は、米国の主要各紙でも取りあげられている。 

http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/27/ipads-arrival-in-tokyo-causes-japanese-to-reflect/ 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704269204575271280092834098.html 
39

 http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304017404575165621713345324.html 
40

 http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/it/2716671/5588854 
41

 http://www.wired.com/epicenter/2010/05/apple-ipad-reaches-one-million-sold-twice-as-fast-as-
iphone/ 
42

 http://japan.cnet.com/news/service/story/0,3800104747,20414349,00.htm 
43

 なお、2009年 6月に販売開始された 3代目 iPhone（iPhone 3GS）においては、3日で 100万台を販

売している。http://www.apple.com/pr/library/2009/06/22iphone.html 
44

 具体的には、上述の海外版の販売延期に加えて、 

・3G版についての販売に関し、オンラインでの販売開始は、5月 7日に延期。 

http://gadgetwise.blogs.nytimes.com/2010/04/19/delayed-3g-ipad-ships-by-may-7/ 

・5月始めには、米国の主要都市の Apple Storeにおいて iPadが売り切れに。 

http://www.businessweek.com/news/2010-05-07/apple-ipad-in-short-supply-at-company-s-retail-
stores-update3-.html 
45

 http://zen.seesaa.net/article/150820046.html 

http://www.computerworld.jp/topics/apple/169989.html
http://jp.techcrunch.com/archives/20091225apple-islate/
http://www.nytimes.com/2010/01/28/technology/companies/28apple.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100128/343853/
http://www.nytimes.com/2010/04/04/technology/04ipad.html
http://jp.techcrunch.com/archives/20100510ebay-sells-5000-plus-ipads-uae-buyers-pay-highest-prices/
http://jp.techcrunch.com/archives/20100510ebay-sells-5000-plus-ipads-uae-buyers-pay-highest-prices/
http://news.cnet.com/8301-27076_3-20004562-248.html
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/08/the-ipad-travels-the-world-via-ebay/
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/27/ipads-arrival-in-tokyo-causes-japanese-to-reflect/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704269204575271280092834098.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304017404575165621713345324.html
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/it/2716671/5588854
http://www.wired.com/epicenter/2010/05/apple-ipad-reaches-one-million-sold-twice-as-fast-as-iphone/
http://www.wired.com/epicenter/2010/05/apple-ipad-reaches-one-million-sold-twice-as-fast-as-iphone/
http://japan.cnet.com/news/service/story/0,3800104747,20414349,00.htm
http://www.apple.com/pr/library/2009/06/22iphone.html
http://gadgetwise.blogs.nytimes.com/2010/04/19/delayed-3g-ipad-ships-by-may-7/
http://www.businessweek.com/news/2010-05-07/apple-ipad-in-short-supply-at-company-s-retail-stores-update3-.html
http://www.businessweek.com/news/2010-05-07/apple-ipad-in-short-supply-at-company-s-retail-stores-update3-.html
http://zen.seesaa.net/article/150820046.html
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なお、IPod のコストは、iSuppli の調査46によると、$499（最安値モデル）のう

ち、部品代が$26047となっている。 

 

＜iPad による他の機器の売上への影響＞ 

このように iPad への人気が高まる中、消費者における電子機器需要は全体とし

て拡大していると考えられる一方、ノート PC（ネットブック）や、電子書籍など

他の電子機器を買い控える傾向が指摘されている。具体的には、以下の通り。 

 

iPad 販売に伴う他の電子機器の売上への影響 

調査 概要 

Morgan 

Stanley の調

査チーム
Alphawise

（2010 年 3 月
48
ほか） 

・iPad 購入予定者を対象にした調査（2010 年 3 月）によると、44%がノート

PC、41%が iPod Touch を、また、28%が電子書籍端末を買い控えると回答。

Apple 社の他製品を買い控えるとする人も尐なくない。（下図） 

・実際、米国のノート PC の販売伸び率は、iPad を発表した 1 月に減速し、さら

に販売開始された 4 月に再び減速した
49
。 

・また、iPad は、Mac などの Apple 社の他の製品の 25%分を Cannivalize してい

るとの試算を発表（5 月時点）
50
。 

Displey 

Research の調

査（2010 年 4

月）
51

 

・iPad 他のタブレットの普及により、2010 年のネットブック売上は奪われる。 

・ただし、2010 年中において、約 500 万台のタブレットが販売される一方で、

ネットブックも新興市場において販売を拡大。ノート PC、ネットブック、タ

ブレットを含むポータブル PC 市場は、2010 年に 2.15 億台（約 1170 億ドル）

に達成（うちネットブックとタブレットが 133 億ドル（対前年比 28%増））。 

 

                                            
46

 http://gadgetwise.blogs.nytimes.com/2010/04/08/whats-an-ipad-cost-to-build/ 
47

 ディスプレーとそのアセンブリが$95（ディスプレーは、LG等多くのベンダーから供給）、半導体チップは

$26.8（Appleの A4、Samsungが製造）、アルミニウムのケースが$10.5など。 

 なお、32GBモデル（$599）の部品コストは$289.10、64GBモデル（$699）の部品コストは、$348.10で

あり、32GBが最も収益率が高い。 
48

 http://www.gizmodo.jp/2010/05/ipad_50.html 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/11/news048.html 
49

http://www.appleinsider.com/articles/10/05/06/sales_of_apple_ipad_expected_to_cannibalize_not
ebooks_ipod_touch.html 
50

 http://arstechnica.com/apple/news/2010/05/is-the-ipad-helping-or-hurting-the-mac-no-one-is-
quite-sure.ars 
51

 http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20411691,00.htm 

http://gadgetwise.blogs.nytimes.com/2010/04/08/whats-an-ipad-cost-to-build/
http://www.gizmodo.jp/2010/05/ipad_50.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/11/news048.html
http://www.appleinsider.com/articles/10/05/06/sales_of_apple_ipad_expected_to_cannibalize_notebooks_ipod_touch.html
http://www.appleinsider.com/articles/10/05/06/sales_of_apple_ipad_expected_to_cannibalize_notebooks_ipod_touch.html
http://arstechnica.com/apple/news/2010/05/is-the-ipad-helping-or-hurting-the-mac-no-one-is-quite-sure.ars
http://arstechnica.com/apple/news/2010/05/is-the-ipad-helping-or-hurting-the-mac-no-one-is-quite-sure.ars
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20411691,00.htm
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③� タブレット開発を巡る他企業の動向 

上記の iPad の発表と好調な販売を受けて、2010 年 4 月以降、Google, Microsoft, 

HP, Dell, Nokia など、大手の PC あるいは非 PC 関連の企業によるタブレットの開

発に取り組みが活発化している52。 

 
＜大手 PC メーカーの動向＞ 

もともと、一部の大手 PC メーカーにおいても、上記ベンチャー同様、iPad の

正式発表以前からタブレットの製品発表を行っている。具体的には、2010 年 1 月

に開催された CES（Cunsumer Electronics Show）において、HP の HP Slate を

Microsoft CEO の Ballmer 氏がプレゼンテーションを行ったほか、Dell もプロトタ

イプである Dell Streak を発表するなど、タブレット機器は話題を集めていた。 

 

大手 PC メーカーにおけるタブレット開発の動向 

企業 製品名・サイズ OS 半導体 概要 

HP  HP Slate 
8.9 

Windows→

WebOS？
53

 

(Atom) 2010 年 1 月の CES において発表
54
。 

2010 年 3 月にはデモビデオも公開
55
。 

Dell Streak 
5.0 

Android ARM 2010 年 1 月 CES で紹介。 

2010 年 5 月 26 日正式発表(6 月販売開始) 

Acer （未定） 

7.0 

Android (不明) 2010 年 5 月発表。 

（2010 年第 4 四半期販売開始予定） 

Asus Eee Pad/ Eee 
Tablet, 12/10 

Windows Atom 2010 年 5 月発表。 

（販売時期は不明） 

 

 大手メーカーの中には、iPad の正式発表直後においては、対抗製品を開発する

ことに対して懐疑的な意見もあったものの56、実際に、その販売開始以降、その関

心の高まりを受けて、Acer, Asus, Samsung57など多くの PC 系企業等58が相次い

でタブレット市場への参入を発表しており、関心の高まりは広がりを見せている59。 

                                            
52

 例えば、2010年 4月 11日の NYT。 http://www.nytimes.com/2010/04/12/technology/12slate.html 

その他の記事。
http://www.informationweek.com/news/software/reviews/showArticle.jhtml?articleID=224400032 
53

 ただし、その後、WebOSに変更するのではないかと報道されている。（後述） 
54

 http://www.engadget.com/2010/01/06/the-hp-slate/ 
55

 http://jp.techcrunch.com/archives/20100308notice-the-lack-of-windows-in-hps-slate-device-this-is-
a-good-thing/ 
http://journal.mycom.co.jp/news/2010/03/10/025/index.html 
http://www.informationweek.com/news/hardware/handheld/showArticle.jhtml?articleID=223300026 
56

 http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100202_ipad_like_product/ 
57

 http://www.engadget.com/2010/05/04/samsungs-android-powered-s-pad-tablet-with-7-inch-super-
amoled/ 
58

 その他日系企業では、東芝（http://www.reuters.com/article/idUSTRE63D51M20100414）、NEC（ 

http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=a_8PKJVFBqGQ）など。 

http://www.nytimes.com/2010/04/12/technology/12slate.html
http://www.informationweek.com/news/software/reviews/showArticle.jhtml?articleID=224400032
http://www.engadget.com/2010/01/06/the-hp-slate/
http://jp.techcrunch.com/archives/20100308notice-the-lack-of-windows-in-hps-slate-device-this-is-a-good-thing/
http://jp.techcrunch.com/archives/20100308notice-the-lack-of-windows-in-hps-slate-device-this-is-a-good-thing/
http://journal.mycom.co.jp/news/2010/03/10/025/index.html
http://www.informationweek.com/news/hardware/handheld/showArticle.jhtml?articleID=223300026
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100202_ipad_like_product/
http://www.engadget.com/2010/05/04/samsungs-android-powered-s-pad-tablet-with-7-inch-super-amoled/
http://www.engadget.com/2010/05/04/samsungs-android-powered-s-pad-tablet-with-7-inch-super-amoled/
http://www.reuters.com/article/idUSTRE63D51M20100414
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=a_8PKJVFBqGQ
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 これらのタブレットを開発するにあたって、原則として、OS としては、

Microsoft の Windows を利用するか、スマートフォンの OS として利用が拡大して

きている Google の Android を利用することになる。 

 

＜Google（Android）を巡る動き）＞ 

このような中、特に関心を集めているのは、Google の動きである。同社のタブ

レットに係る取り組みとしては、2010 年 2 月初めに、Google の Chrome OS ベー

スのタブレットの試作品が報道されていたが60、iPad 発表直後においても、タブ

レットに向けた CEO の Eric Schmidt 氏の方針が報じられた61ほか、2010 年 5 月

11 日には、Verizon は、AT&T と Apple の連携に対抗して、Google と共同で

Android ベースのタブレット PC の開発を行っていると報道されている62。 

このような中、2010 年 5 月末以降、上述の通り、Dell63、 Acer64などが次々と

Android ベースのタブレットを発表してきており、Android 系のタブレットが、

iPad のライバルとして立ち上がりつつと報道されている65。 

 

＜Microsoft（Windows）を巡る動き＞ 

                                                                                                                                     
 また、Blackberryのタブレット版もリークされている（2010年 5月）とともに、6月 15日にはWSJでも報

道されている。 

http://gizmodo.com/5538090/leak-blackberry-tablet-due-this-year 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704324304575307142201727232.html 
59

 また、OLPC（One Laptop Per Child）プロジェクトにおいても、2010年 5月 27日、Marvell（チップメー

カー）とパートナーを組み、100 ドルのタブレットの開発に取り組みことを発表している。 

http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/27/olpc-partners-with-marvell-to-launch-100-tablet/ 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704269204575270553831734626.html 
60

 http://news.cnet.com/8301-30685_3-20000034-264.html 
61

 http://bits.blogs.nytimes.com/2010/04/12/a-google-tablet-could-be-good-news-for-adobe/ 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1004/20/news008.html 

特に、同社は、電子書籍に関して出版社と話し合っていることに加え、Googleの Androidベースのタブ

レットは、Appleの iPadとは異なり、Adobeの Flashが走ると報道されている（後述参照）。 
62

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/13/news044.html 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704250104575238680540806288.html 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703630304575269921800507634.html 
63

 Dellは、2009年 10月に、Androidベースの MID（Mobile Internet Device）として Streakの報道がな

されている。その後、HP Slateと同様に、2010年 1月の CESで紹介がされ、2010年 5月 26日に正式

に発表した。同製品は英国で 6月初めにも販売開始され、米国では夏に販売される。OSに Androidを利

用、チップに ARM/Qualcommの Snapdragonを利用。 

http://www.engadget.com/2009/10/21/dell-streak-is-a-5-inch-android-2-0-mid-packs-3g-and-wifi-
vide/ 
http://www.engadget.com/2010/01/07/dell-teases-audiences-with-a-peek-at-its-upcoming-slates/ 
64

 Acerは、2010年 5月 27日、Androidベースのタブレットを 2010年第 4四半期までに販売すると発

表。http://www.engadget.com/2010/05/27/acer-ceo-teases-7-inch-android-tablet-promises-it-for-q4-

2010/ 
65

 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703630304575270761658543340.html 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704026204575266212619773840.html 

http://gizmodo.com/5538090/leak-blackberry-tablet-due-this-year
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704324304575307142201727232.html
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/27/olpc-partners-with-marvell-to-launch-100-tablet/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704269204575270553831734626.html
http://news.cnet.com/8301-30685_3-20000034-264.html
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/04/12/a-google-tablet-could-be-good-news-for-adobe/
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1004/20/news008.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/13/news044.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704250104575238680540806288.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703630304575269921800507634.html
http://www.engadget.com/2009/10/21/dell-streak-is-a-5-inch-android-2-0-mid-packs-3g-and-wifi-vide/
http://www.engadget.com/2009/10/21/dell-streak-is-a-5-inch-android-2-0-mid-packs-3g-and-wifi-vide/
http://www.engadget.com/2010/01/07/dell-teases-audiences-with-a-peek-at-its-upcoming-slates/
http://www.engadget.com/2010/05/27/acer-ceo-teases-7-inch-android-tablet-promises-it-for-q4-2010/
http://www.engadget.com/2010/05/27/acer-ceo-teases-7-inch-android-tablet-promises-it-for-q4-2010/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703630304575270761658543340.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704026204575266212619773840.html
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 一方、Microsoft は、同社の Windows のタブレットでの利用に関し、上述の通り、

2010 年 1 月の CES において、CEO の Ballmer 氏自ら、Windows を利用した HP

のタブレット（Slate）を発表したものの、その後、取り組みは後退しているよう

に見える。具体的には、以下の通り。 

・ この HP Slate については、2010 年 4 月末には、開発を中止するとの噂が報道

されている66。同報道によると、OS として Window 7 は必ずしも適当でなく、

2010 年 4 月 28 日に HP が買収（12 億ドル）67を発表した Palm の OS である

WebOS の可能性を視野に入れているのではないかとしている68。 

・ また、以前より、Microsoft は、自ら折りたたみ式のタブレットコンピューター

である Courier の開発を行っていると報じられており（2009 年 9 月）69、これ

までにはいくつかのリーク情報が流れていたが（2010 年 3 月）70、2010 年 4

月には、開発を中止したとの報道がなされている71。 

 

ただし、Windows ベースのタブレットについては、Asus が、2010 年 5 月 31 日、

同タブレット端末である Eee Pad 及び Eee Tablet を発表する72とともに、2010 年

6 月 1 日には、Microsoft は、タブレットなどの組み込み機器向けの OS

「Windows Embeded Compact 7」のプレビュー版を発表している73。 

④� タブレット用の半導体を巡る動き（Apple、Intel、ARM） 

＜Apple の半導体戦略＞ 

通常、PC メーカーが PC を製造する際、OS だけでなく、半導体も外部から調

達を行うが、Apple の iPad においては、半導体に関し、自社ブランドの A4 チッ

プを利用している点が特徴である74。なお、この A4 チップは、2010 年 6 月に発

表された iPhone 4 においても利用されている。 

                                            
66

 http://techcrunch.com/2010/04/29/hewlett-packard-to-kill-windows-7-tablet-project/ 
67

 http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2010/100428xa.html 
68

 http://news.cnet.com/8301-13924_3-20004056-64.html 

なお、もともと、HPは、当初からWndows 7版に加えて、 Android版や Linux版についても開発を進めて

いると報道されている 

http://bits.blogs.nytimes.com/2010/01/08/hp-working-on-halfpint-android-tablet/ 
69

 http://gizmodo.com/5365299/courier-first-details-of-microsofts-secret-tablet 
70

 http://japanese.engadget.com/2010/03/05/2-courier-ui/ 
71

 http://gizmodo.com/5527442/microsoft-cancels-innovative-courier-tablet-project 
http://www.informationweek.com/blog/main/archives/2010/05/microsoft_couri.html 
72

 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100601_371386.html 

CPUは ARM。なお、4月時点では、Androidベースのタブレットを開発しているとの報道もあった。 

http://www.digitimes.com/news/a20100423PD207.html 
73

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/02/news009.html 

なお、このような動きを踏まえ、2010年 6月 1日のWSJは、Microsoft、Intel（後述）ともにタブレットコン

ピューターに向けて力を入れているとの報道をしている。
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704490204575279651826945876.html 
74

 http://www.nytimes.com/2010/02/02/technology/business-computing/02chip.html 

http://techcrunch.com/2010/04/29/hewlett-packard-to-kill-windows-7-tablet-project/
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2010/100428xa.html
http://news.cnet.com/8301-13924_3-20004056-64.html
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/01/08/hp-working-on-halfpint-android-tablet/
http://gizmodo.com/5365299/courier-first-details-of-microsofts-secret-tablet
http://japanese.engadget.com/2010/03/05/2-courier-ui/
http://gizmodo.com/5527442/microsoft-cancels-innovative-courier-tablet-project
http://www.informationweek.com/blog/main/archives/2010/05/microsoft_couri.html
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100601_371386.html
http://www.digitimes.com/news/a20100423PD207.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/02/news009.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704490204575279651826945876.html
http://www.nytimes.com/2010/02/02/technology/business-computing/02chip.html
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この A4 チップは、2010 年 1 月の iPad の発表において始めて公表されたもので

ある。同チップには、Apple が 2008 年に買収した PA Semi 社の技術が採用され

ている75のではないかと当初報道されていたが76、実際には、ARM ベースのアー

キテクチャーをもとに、Intrinsity 社（テキサスのベンチャー企業）が設計、

Samsung が生産しているものとされている77。なお、Apple は、2010 年 4 月 27

日、この Intrinsity を買収している78。 

 

＜Intel と ARM の動き＞ 

これに対し、スマートフォン／ネットブック市場で競合を深めている Intel、

ARM は、共に、このタブレット市場のシェア確保の姿勢をしめしている。 

具体的には、Intel に関しては、これまでスマートフォン向けに開発していた次

世代 Atom（開発コード名 Moorestown）について、2010 年 2 月に実際に Open 

Peak 社のタブレットにおいて活用されることが発表されている。 

また、Intel は、2010 年 2 月、タブレット市場にも注力するとの方針を明らかに

する79とともに、2010 年 6 月 1 日には、タブレットや Netbook 向けの新型の

Atom である「Oak Trail」を発表している80。Oak Tral は、Intel の推進する OS で

ある MeeGo に加え、Windows、Android をサポートする予定であり、2011 年投

入予定としている。 

一方 ARM は、2011 年までにタブレット PC の約半分を ARM 社にすることを目

標にするとの発言が報じられている81。 

 

なお、Intel は、2010 年 5 月 20 日に発表された Google TV 用の半導体に同社の

Atom を提供するとしており（後述）82、2010 年 6 月 1 日の FT83によると、Intel

と ARM の競合は、タブレットだけではなく、TV その他まで拡大していると報じ

ている。 

 

                                                                                                                                     
http://www.businessweek.com/news/2010-02-02/apple-s-jobs-spurns-intel-qualcomm-with-a4-ipad-
chip-update2-.html 
75

 http://www.tipb.com/2010/02/08/apple-ipad-a4-chip-designed-pa-semi-team/ 
76

 http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20407552,00.htm 
77

 http://news.cnet.com/8301-13924_3-10462834-64.html 
78

 http://www.nytimes.com/2010/04/28/technology/28apple.html 
http://www.macrumors.com/2010/04/28/an-intrinsity-chip-powers-the-ipad-and-apples-new-a4-
processor/ 
79

 http://www.computerworld.jp/topics/bg/175190.html 
80

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/02/news046.html 
81

 http://www.maximumpc.com/article/news/arm_expects_power_half_all_tablet_pcs_2011 

なお、2010年とする報道もある。http://www.zdnet.com/blog/gadgetreviews/arm-exec-more-than-50-

tablet-pcs-coming-in-2010/13100 なお、この目標に iPadが含まれているのかは不明。 
82

 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100521_368598.html 
83

 http://blogs.ft.com/techblog/2010/06/intel-arm-take-battle-beyond-tablets-to-tvs-pachinko-
machines/ 

http://www.businessweek.com/news/2010-02-02/apple-s-jobs-spurns-intel-qualcomm-with-a4-ipad-chip-update2-.html
http://www.businessweek.com/news/2010-02-02/apple-s-jobs-spurns-intel-qualcomm-with-a4-ipad-chip-update2-.html
http://www.tipb.com/2010/02/08/apple-ipad-a4-chip-designed-pa-semi-team/
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20407552,00.htm
http://news.cnet.com/8301-13924_3-10462834-64.html
http://www.nytimes.com/2010/04/28/technology/28apple.html
http://www.macrumors.com/2010/04/28/an-intrinsity-chip-powers-the-ipad-and-apples-new-a4-processor/
http://www.macrumors.com/2010/04/28/an-intrinsity-chip-powers-the-ipad-and-apples-new-a4-processor/
http://www.computerworld.jp/topics/bg/175190.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/02/news046.html
http://www.maximumpc.com/article/news/arm_expects_power_half_all_tablet_pcs_2011
http://www.zdnet.com/blog/gadgetreviews/arm-exec-more-than-50-tablet-pcs-coming-in-2010/13100
http://www.zdnet.com/blog/gadgetreviews/arm-exec-more-than-50-tablet-pcs-coming-in-2010/13100
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100521_368598.html
http://blogs.ft.com/techblog/2010/06/intel-arm-take-battle-beyond-tablets-to-tvs-pachinko-machines/
http://blogs.ft.com/techblog/2010/06/intel-arm-take-battle-beyond-tablets-to-tvs-pachinko-machines/
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（２）スマートフォンのプラットフォーム／OS を巡る競合 

 Apple の iPad の成功は、単体の機器として優れているだけではなく、そのプラ

ットフォームとして、既に広く普及し成功されつつある iPhone のプラットフォー

ムを活用したことにあると考えられる。このスマートフォン分野のプラットフォ

ーム（OS）については、先行する Apple（iPhone OS）に対して、Google

（Android）が追いつきつつあり、両社の競合が益々高まっている。 

①� スマートフォン市場を巡る動向 

 スマートフォンの売上全体が拡大する中、iPhone も大幅に売上を伸ばしている

が、特に米国市場でみた場合、既に、Android 系のスマートフォンが、そのオープ

ン性を武器に iPhone に追いついてきている。 

 

＜iPhone に対する Android の台頭＞ 

世界のスマートフォン市場が拡大する中、Apple の iPhone は、その中でも、引

き続き勢いを有しており（Gartner 調査参照）、2010 年第一四半期には、世界全

体で 870 万台以上販売するなど、過去最高の記録を達成している。 

 

iPhone の販売台数84 
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しかしながら、米国（消費者向け）に限ってみた場合、2010 年第一四半期にお

いて、Android 系のスマートフォンの販売台数が、iPhone の販売台数を始めて超

えたとの結果が発表されている（NPD 調査）85。また、米国での利用者数の観点

から見ても、スマートフォンにおける iPhone のシェアが 25.4%であるのに対し、

Android は 9.0%であるが、伸び率については Android については、過去 3 ヶ月で

5.2 ポイント上昇するなど、急速な勢いを有している（ComScore 調査参照）。 

 

                                            
84

 出典：Appleの 4半期決算資料より作成。単位：万台。 
85

 http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20413180,00.htm 

iPhone 発売 

iPhone3G 発売 

iPhone3GS 発売 

http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20413180,00.htm
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スマートフォン市場（シェア）の最近の動向 
 Gartner

86
（10Q1） 

世界：販売 

NPD
87
（10Q1） 

米国：販売(消費者向け) 

Comscore
88
（10/2） 

米国：利用者数 

Symbian 44.3%（▲4.5%） － － 

RIM 19.4%（▲1.2%） 36% 42.1%（＋1.3%） 

iPhone 15.4%（＋4.9%） 21% 25.4%（▲0.1%） 

Android 9.6%（＋8.0%） 28% 9.0%（＋5.2%） 

Microsoft 6.8%（▲3.4%） 10% 15.1%（▲4.0%） 

 

また、更に、Mobile 広告の利用の観点から見ても、Android のシェアは確実に

拡大しており、2010 年 3 月には、iPhone のシェアを抜いている（AdMob 4 月調

査89）。また、iPhone と Android スマートフォンの利用端末数の比較でも、米国

では、もはやほぼ並んできていることが示されている（AdMob5 月調査90）。 

 

米国のスマートフォンのシェアの動向 
    ＜Mobile 広告の利用シェア＞     ＜Android と iPhone の端末数比較＞ 

 
 

このように、Android のスマートフォンが勢いをつけている理由としては、OS

としての絶え間ない性能向上（後述）に加え、オープン化戦略を取ることにより、

最先端の機能を有する機器が各社から次々と発表され、市場に供給されているこ

とがあげられる。具体的に、最近発表されたものとしては、Desire（HTC：2010

年 2 月）91、Evo 4G（HTC：WiMax。2010 年 3 月）92、Incredible（HTC：2010

年 4 月）93などがあげられ、現在世界で 34 機種が販売されているとしている94。 

                                            
86

 http://www.engadget.com/2010/05/19/idc-and-gartner-award-smartphone-growth-prizes-to-apple-

and-goog/ 括弧内は、対前年同期比。 
87

 http://www.npd.com/press/releases/press_100510.html 

 ただし、6月 4日の Nielsenの発表によると、米国のスマートフォン市場（10Q1）のシェアは、①RIM

（35%）、②iPhone（28%）、③Microsoft（19%）、④Android（9%）となっている。 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/07/news009.html 
88

 http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20411632,00.htm 括弧内は、2009年 11月比。 
89

 http://metrics.admob.com/wp-content/uploads/2010/04/AdMob-Mobile-Metrics-Mar-10.pdf 
90

 http://metrics.admob.com/2010/05/april-2010-mobile-metrics-report/ 
91

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/17/news022.html 

http://www.engadget.com/2010/05/19/idc-and-gartner-award-smartphone-growth-prizes-to-apple-and-goog/
http://www.engadget.com/2010/05/19/idc-and-gartner-award-smartphone-growth-prizes-to-apple-and-goog/
http://www.npd.com/press/releases/press_100510.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/07/news009.html
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20411632,00.htm
http://metrics.admob.com/wp-content/uploads/2010/04/AdMob-Mobile-Metrics-Mar-10.pdf
http://metrics.admob.com/2010/05/april-2010-mobile-metrics-report/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/17/news022.html
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なお、Google が、2010 年 1 月 5 日に鳴り物入りで販売を開始した自社ブラン

ドの Nexus One については、オンラインでの直販方式95であったために、売上は

伸びず96、通信会社の取り扱いも中止になり97、結局、5 月 14 日にオンラインで

の販売の中止を発表している98。 

 

＜次世代 iPhone の発表＞ 

これに対し、Apple は、2010 年 6 月 7 日、ほぼ毎年恒例となっている次世代

iPhone となる iPhone 4 を発表した（日米欧 5 カ国で、6 月 24 日販売開始予定

                                                                                                                                     
92

 http://www.htc.com/us/press/worlds-first-3g4g-android-phone-htc-evo-4g-coming-this-summer-
exclusively-from-sprint/12 
93

 http://www.engadget.com/2010/04/15/htc-droid-incredible-officially-official-for-verizon-april-29-f/ 
94

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/17/news063.html 

Googleの Eric Schmitdt CEOは、2010年の 5月 13日の株主総会において Androidスマートフォンは、

毎日 6.5万台出荷していると発言。これは前月の公表（6万台）から 5,000台増えたことを意味する。 

 なお、現時点での機種別のシェアは、以下を参照。 

http://arstechnica.com/gadgets/news/2010/06/htc-evo-doing-ninja-like-creep-on-nexus-ones-
market-share.ars 
95

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1001/07/news058.html 
96
具体的には、1週目で 2万台、1カ月目で 8万台、74日目で 13.5万台と報道されている。（なお、初代

iPhoneは 74日で 100万台、また、Motorolaの Droid（Android系）は、105万台を販売。） 
http://www.gizmodo.jp/2010/02/nexus_one.html 
http://www.mobilecrunch.com/2010/03/16/flurry-more-droid-devices-than-iphones-sold-in-first-74-
days-on-the-market/ 
97

 具体的には、販売当初は、春ごろから Verizonや Sprintで利用できる機種を販売する予定であったが、

2010年 4月に Verizonが、2010年 5月に Sprintが、Nexus One の取り扱いを中止することを発表して

いる。http://jp.techcrunch.com/archives/20100426verizon-nexus-one-incredible/ 

http://news.cnet.com/8301-30684_3-20004614-265.html 

両社ともその代わりに、同じ Androidスマートフォンの、それぞれ、Incredible（HTC）、EVO-4G（HTC。

WiMax版）を販売することとしている。特に、前者に関し、Googleは、Nexus Oneと同様に優れている

Incredibleを購入することができるため販売を中止したと発表している。 
98

 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703460404575244441758808712.html 
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/14/google-concedes-defeat-on-selling-nexus-one-direct/ 

英国では Vodaphoneが店頭での販売を開始する予定。 

 そのような意味で、当初の目的の一つであったされる直販方式によるオープン化という狙いは、失敗に終

わり、やはり、通信会社の営業力がなければなかなか売れないということが判明したと言える。 

 一方、もう一つの狙いであったとされる、Google自ら最先端の製品を発表することによる、他の Android

機器の技術革新の促進という面ではそれなりの効果があったと考えられる。実際に、Googleの Android

担当 SVPの Andy Rubin氏は、Nexus One の技術革新は、Incredibleなどの他の Android製品に広ま

ったことを評価している。なお、4月の決算発表時においては、Nexus Oneはビジネスとして黒字であるる

とされている。http://jp.techcrunch.com/archives/20100415google-android-market-now-serving-

38000-apps-nexus-one-is-a-profitable-business/ 

 また、2010年 4月 23日付けの Mercury Newsのインタビュー記事によると、Andy Rubin氏は、今後も

引き続き技術を進展させるため Google Phoneを開発していく計画としている。 

http://www.mercurynews.com/ci_14947021 

http://www.htc.com/us/press/worlds-first-3g4g-android-phone-htc-evo-4g-coming-this-summer-exclusively-from-sprint/12
http://www.htc.com/us/press/worlds-first-3g4g-android-phone-htc-evo-4g-coming-this-summer-exclusively-from-sprint/12
http://www.engadget.com/2010/04/15/htc-droid-incredible-officially-official-for-verizon-april-29-f/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/17/news063.html
http://arstechnica.com/gadgets/news/2010/06/htc-evo-doing-ninja-like-creep-on-nexus-ones-market-share.ars
http://arstechnica.com/gadgets/news/2010/06/htc-evo-doing-ninja-like-creep-on-nexus-ones-market-share.ars
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1001/07/news058.html
http://www.gizmodo.jp/2010/02/nexus_one.html
http://www.mobilecrunch.com/2010/03/16/flurry-more-droid-devices-than-iphones-sold-in-first-74-days-on-the-market/
http://www.mobilecrunch.com/2010/03/16/flurry-more-droid-devices-than-iphones-sold-in-first-74-days-on-the-market/
http://jp.techcrunch.com/archives/20100426verizon-nexus-one-incredible/
http://news.cnet.com/8301-30684_3-20004614-265.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703460404575244441758808712.html
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/14/google-concedes-defeat-on-selling-nexus-one-direct/
http://jp.techcrunch.com/archives/20100415google-android-market-now-serving-38000-apps-nexus-one-is-a-profitable-business/
http://jp.techcrunch.com/archives/20100415google-android-market-now-serving-38000-apps-nexus-one-is-a-profitable-business/
http://www.mercurynews.com/ci_14947021
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99）。iPhone 4 では、iPhone OS 4（iOS。後述）を組み込むとともに、テレビ電

話機能を有するなど、再度、最先端の機能を追加しており、今後とも、Android 系

のスマートフォンとの競合／技術革新競争が見込まれる。 

また、iPhone 4 は 6 月 16 日の予約開始当日だけで全世界で 60 万台を売り上げ

ており100、そのような中 2011 年末までには iPhone のユーザーは 1 億人を越える

との予測も出てきている101など、尐なくとも短期的には、iPhone が Android 系ス

マートフォンを再度突き放すことも想定される。 

なお、この次世代 iPhone については、2010 年 4 月、Gizmode 紙においてリー

クされたことが話題になった（いわゆる iPhonegate）102。 

②� 次世代 OS に向けた開発競争の激化 

 このようにスマートフォンを巡る Apple と Google（Android）の競合／技術革

新競争が激化する中、両社ともそのプラットフォームとなる OS についても、開

発競争が激化しており、次々とアップグレードが進められるほか、また、その対

象となる機器も拡充される方向にある。 

 

＜OS のアップグレードの動き＞ 

 スマートフォンや、今後のタブレットのプラットフォームとなる OS について

は、Apple、Google ともに、過去 1 年の間に数回にわたって次々とアップグレー

トを発表するなど、その開発競争が激化している。特に、最近の発表で注目され

る点は、以下の通り。 

                                            
99

 http://bits.blogs.nytimes.com/2010/06/07/liveblogging-apples-announcements/ 
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1006/08/news025.html 
100

 http://www.nytimes.com/2010/06/17/technology/17phone.html 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704198004575310712288028500.html 
101

 http://www.businessweek.com/news/2010-06-17/apple-may-top-100-million-iphones-by-end-of-
2011-analyst-says.html 
102

 この iPhonegateは、2010年 4月 20日に Gizmode誌において次世代 iPhoneと目される製品が公

表されたことに端を発する。同誌によると、Appleの技術者（Gray Powell氏）が、シリコンバレーRedwood 

Cityの Bar（Gourmet Haus Staudt）において置き忘れた試作品について、それを拾った人が、Appleに

連絡したものの相手にしてくれなかったため、Gizmode誌の親会社である Gawker Mediaに、5,000 ドル

で売却したというものである。その後、Appleの General Councel/SVP（Bruce Sewell氏）からの正式な

返却要請を受けて、Gizmode誌は Appleに同試作品を返却したが、その後、同試作品を買い取った記者

宅に対して、REACT（コンピューター犯罪特別合同捜査班）がコンピューター等の押収を行った。それに対

して、Gizmode側は、「報道目的で保持する物品に捜査令状を発行できない」というプライバシー保護法の

規定に反するとしている。 

http://www.gizmodo.jp/2010/04/ipad_40.html 
http://www.nytimes.com/2010/04/20/technology/companies/20apple.html 
http://www.nytimes.com/2010/04/27/technology/27iphone.html 

なお、この次世代 iPhoneは、その後ベトナムからもリークされている。 

http://www.gizmodo.jp/2010/05/iphone4iphone4.html 

http://bits.blogs.nytimes.com/2010/06/07/liveblogging-apples-announcements/
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1006/08/news025.html
http://www.nytimes.com/2010/06/17/technology/17phone.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704198004575310712288028500.html
http://www.businessweek.com/news/2010-06-17/apple-may-top-100-million-iphones-by-end-of-2011-analyst-says.html
http://www.businessweek.com/news/2010-06-17/apple-may-top-100-million-iphones-by-end-of-2011-analyst-says.html
http://www.gizmodo.jp/2010/04/ipad_40.html
http://www.nytimes.com/2010/04/20/technology/companies/20apple.html
http://www.nytimes.com/2010/04/27/technology/27iphone.html
http://www.gizmodo.jp/2010/05/iphone4iphone4.html
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・ Apple は、2010 年 4 月 7 日、iPhone OS4.0 を発表103。これまで弱みとされて

いたマルチタスクが可能になる等のバージョンアップを行うとともに、広告ビ

ジネスとなる iAd を発表。特に、この iAd は、アプリの開発者（あるいは広告

代理店）が、アプリの中で広告を出すことを可能とするものであり、これは、

Google の検索広告に対する対抗であるとして大きな話題となった104。なお、

iAd の配信は 2010 年 7 月 1 日から開始される予定で、既に 60 百万ドルの広告

依頼があったとされ105、今後の両者の競合が見込まれている106。 

・ 一方、Google は、2010 年 5 月 20 日、Android 2.2（Floyo）を発表107。

Android 2.2 では、高速化（従来の Android 2.1 の 2～5 倍）がなされるととも

に、iPhone では対応できない Flash 10.1 も統合（後述）。また、Android 端末

をポータブル WiFi 化するテザリング機能も追加した108。 

 

最近の iPhone OS/ Androd のアップグレードの動き109 
iPhone OS（iOS

110
）のアップグレード Android のアップグレード 

3.0（09/6/18） 100 以上の機能を追加 1.5（09/4/30） 多数の機能を追加 

3.1（09/9/9） お勧め機能等多数の機能を追加 1.6（09/9/15） 音声検索等多数の機能を追加 

3.12（09/10/2） いくつかの修正 2.0（09/1026） 多数の機能追加 

3.13（10/2/3） いくつかの修正 2.1（09/1/12） ライブ壁紙等の機能追加 

3.2（10/3/29） iPad 対応 2.2（10/5/21） Flash 対応等多数の機能を追加 

4.0（10/6/21） iAd 等多数の機能を追加   

 

一方、Microsoft は、2009 年 10 月にリリースした Windows Mobile 6.5 に引き続

き111、その大幅刷新版である Windows Phone 7.0 を 2010 年 2 月に発表した112。

                                            
103

 http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20411838,00.htm 
104

http://www.informationweek.com/news/internet/ebusiness/showArticle.jhtml?articleID=224700252 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1004/13/news006.html 
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/04/08/liveblogging-apples-iphone-o-s-special-event/ 
http://www.nytimes.com/2010/04/09/technology/09apple.html 
105

 http://jp.wsj.com/Business-Companies/Technology/node_68836 
106

 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704575304575296702116945806.html 
107

 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100521_368593.html 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/21/news021.html 
108
なお、HTCは、2010年後半以降、同社の Desire, Incredible, EVO 4G, MyTouchなどの同社のスマ

ートフォンに Android 2.2を導入すると発表している。 

http://www.informationweek.com/news/mobility/smart_phones/showArticle.jhtml?articleID=2249007
43 
109

 出典：http://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_OS、http://ja.wikipedia.org/wiki/Android 

 なお、iPhone OSの日付けは、OSのリリース日。Androidの日付けは、SDKのリリース日。 
110

 2010年 6月、iPhone OSから iOSに名称変更。iPadを含む OSであることを明確化。 
111

 なお、Microsoftは、若者向けの携帯電話である Kin（Windows Mobile 6.5対応）を、2010年 5月に

販売を開始している。 

http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20411988,00.htm 
112

 http://japanese.engadget.com/2010/02/15/windows-phone-7-series-os/ 
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100216_349301.html 

http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20411838,00.htm
http://www.informationweek.com/news/internet/ebusiness/showArticle.jhtml?articleID=224700252
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1004/13/news006.html
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/04/08/liveblogging-apples-iphone-o-s-special-event/
http://www.nytimes.com/2010/04/09/technology/09apple.html
http://jp.wsj.com/Business-Companies/Technology/node_68836
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704575304575296702116945806.html
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100521_368593.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/21/news021.html
http://www.informationweek.com/news/mobility/smart_phones/showArticle.jhtml?articleID=224900743
http://www.informationweek.com/news/mobility/smart_phones/showArticle.jhtml?articleID=224900743
http://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_OS
http://ja.wikipedia.org/wiki/Android
http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20411988,00.htm
http://japanese.engadget.com/2010/02/15/windows-phone-7-series-os/
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100216_349301.html
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しかしながら、同版のリリースは、2010 年末を予定しており、上記の Apple, 

Android の中で、動きが遅れている感をぬぐえない113。 

このような中、Microsoft では、2010 年 5 月 25 日、消費者向け製品（MP3 プレ

ーヤー（Zune 等）、ゲーム（Xbox 等）、携帯等）に係る複数の責任者の異動

（退職）が発表114されるとともに、2010 年 6 月 3 日には、同社 CEO の Ballmer

氏は、スマートフォン分野での失敗について認める発言をしている115。 

 

＜プラットフォーム対象範囲の拡大（Google TV）＞ 

一方、特に、Google の Android については、オープン性を特徴としており、ス

マートフォンやタブレット、ノートブックだけでなく、電子書籍リーダー（後

述）に加え、TV など利用される電子機器116までその対象を拡大する方向にある。 

特に、Google は、2010 年 5 月 21 日、 Sony、Intel 等と共同で、Google TV の

発表を行った117。Google TV は、Android ベースの TV 向けプラットフォームであ

り、放送中、放送予定、録画済みの放送番組や Web 上の動画などを検索すること

ができるとしている118。特に、Google は、これまでの TV プラットフォームと異

なる点はオープンであることが特徴であるとしており、2011 年初期に Google TV

用の Android マーケットを開始するとしている119。 

③� プラットフォーム（OS）のオープン化に係る論点 

 一方、これらのプラットフォームに載せるアプリについては、両社とも、オー

プン化することによって、多数の開発者を集め、端末の魅力を高めることに成功

してきている。 

                                            
113

 http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1005/31/news008.html 
114

 http://www.nytimes.com/2010/05/26/technology/26soft.html 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704113504575265110872287930.html 
115

 http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1006/07/news042.html 
116

 なお、日本では OESF（Open Embedded Software Foundation）が、Androidを組み込みシステムで

活用するための取り組みを行っている。 

http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20411710,00.htm 
117

 http://www.nytimes.com/2010/05/21/technology/21google.html 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/21/news057.html 
118

 特に、米国ではケーブル TV等を通じて、多数の番組が放映されていることが背景にある。 
119

 なお、最初の端末としては、Sonyが 2010年秋に Sony Internet TV等を販売開始する予定。 

 なお、Appleは、2007年から、Apple TVを販売している（最近では、2009年 10月に 3.0にアップグレ

ード）が、一般的に Appleの「遊び（hobby）」であるとも言われている。 

http://jp.techcrunch.com/archives/20100602google-tv-apple-televisions/ 

 一方、最近においては、iPhoneのアーキテクチャーをベースに、次世代の Apple TVを開発（$100程

度）するのではないかとの噂が報道されている。 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2364301,00.asp 
http://gizmodo.com/5550180/the-next-apple-tv-to-be-a-100-screenless-iphone 

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1005/31/news008.html
http://www.nytimes.com/2010/05/26/technology/26soft.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704113504575265110872287930.html
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1006/07/news042.html
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20411710,00.htm
http://www.nytimes.com/2010/05/21/technology/21google.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/21/news057.html
http://jp.techcrunch.com/archives/20100602google-tv-apple-televisions/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2364301,00.asp
http://gizmodo.com/5550180/the-next-apple-tv-to-be-a-100-screenless-iphone
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 ただし、その中でも、Apple の OS については、比較的審査が厳しく、かつ、一

部制限的であるとして問題が生じる場合も尐なくなく、Apple の OS が拡大する中、

独占禁止当局も調査を拡大し始めたとの報道もある。 

 

＜両プラットフォームにおけるアプリを巡る動向＞ 

 Apple iPhone OS 及び Android 上のアプリストアである App Store と Android 

Market におけるアプリの数は、以前においては、先行していた App Store が圧倒

的に多かったものの、双方とも急速に拡大しており、2010 年 4 月現在で、前者は

18.5 万本、後者は 5 万本を越える120など、二強体制が確立されつつある121。 

 

 このような中、両社とも、自社で魅力的なアプリを開発し、あるいは、魅力的

なアプリを有するベンチャー企業を買収122することによって、自社のプラットフ

ォームに囲い込むとともに、外部の開発者によるアプリの数を増やすべく努力を

行っている。ただし、その際、一般的に、Google の Android Market は、比較的オ

ープンであり、開発者からみても開発しやすいという意見がある123一方で、Apple

の App Store については、比較的に、審査が厳しく制限的であるため124、これま

でにも、いくつかの問題が生じていた125。 

 

＜Flash を巡る議論＞ 

このような中、2010 年 4 月、Apple は、App Store における開発者向けのアプ

リ開発に係る新たなルールを発表した126。同ルールでは、Apple のプログラミン

グツールしか利用してはいけないなどの内容が盛り込まれたが、これは Adobe の

Flash（Web 上で多く利用されている、動画やゲームを扱うためのソフト）を排除

しようと意図したものではないかとして大きな話題になった。 

 

 以前より、iPhone の OS においては、Adobe 社の Adobe Flash は、利用できな

い状況になっており127、また、2010 年 1 月に iPad が発表された際においても、

引き続き Adobe Flash が利用できず、Apple は、代わりに HTML 5 を推進すると

                                            
120

 http://www.gizmodo.jp/2010/04/android5.html 
121

 なお、2010年 6月時点での App Storeのアプリの数は 22.5万本、また、iPad用のアプリは 0.85万

本となっている。 
122

 最近では、Appleは、2010年 4月 28日、バーチャル秘書などの音声認識ソフトのベンチャー企業 Siri

の買収を発表。http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20412896,00.htm 
123

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/10/news006.html 
124

 例えば、性的な内容をイメージさせるものを含む。 
125

 例えば、Google Voiceなど。（NYだより 2009年 12月号参照） 
126

 http://www.nytimes.com/2010/04/13/technology/companies/13apple.html 
127

 その理由としては、エネルギー消費量の問題に加えて、同社の App Storeをアプリの開発・配布のプラ

ットフォームとするためには、Adobeのような第三者のプラットフォームを開発者に利用してほしくないため

ではないかと指摘されていた。http://www.itmedia.co.jp/anchordesk/articles/0810/21/news100.html 

http://www.gizmodo.jp/2010/04/android5.html
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20412896,00.htm
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/10/news006.html
http://www.nytimes.com/2010/04/13/technology/companies/13apple.html
http://www.itmedia.co.jp/anchordesk/articles/0810/21/news100.html
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した。この際も、Adobe は強く反発していたが128、特に上記の新たなルールを踏

まえ、更に Adobe は反発し、これに対し、Apple は、CEO の Steve Jobs 自ら、

本件に係る考え方を Apple の Website 上に発表（2010 年 4 月 29 日）129するなど

大きな論争となっている。130。 

一方、Android においては、Google の Andy Rubin 氏は、2010 年 4 月 21 日、

Adobe を支援する意向を示す131とともに、実際に、5 月 20 日発表された Android 

2.2 では Flash の最新版である 10.1 が統合されている。 

 

＜独禁当局の動き＞ 

 このような Apple の動きに対し、独占禁止当局においては、本件について調査

を開始したとの報道がなされている。具体的には、2010 年 5 月 4 日の WSJ, 

NYT132によると、司法省及び FTC は、開発者からの不満を受けて、Apple が

iPhone 向けのアプリに関して Apple が開発者と結ぶ上記のライセンス契約に関し

て、予備的調査を開始したと報道しており、また、6 月 12 日には、本調査に入る

                                            
128
具体的に、Adobeの CTO（Kevin Lynch氏）は、Web上のビデオの 75%以上は Flashを利用しており、

これを利用できないとすると、iPhone（及び iPad）は消費者を失うことになるだろうとしている。
http://www.businessweek.com/news/2010-02-02/adobe-says-iphone-risks-losing-customers-
without-flash-software.html 
129

 http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/ 
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20412895,00.htm 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704302304575214114101014460.html 

具体的には、Flashは PCの時代に作られたものであり、省エネが求められる Mobileの時代には不十

分であり、技術的な判断（具体的には、①オープン性、②Full Web、③信頼性／セキュリティ／パフォーマ

ンス、④バッテリー寿命、⑤タッチ互換性、⑥クロスプラットフォームとしての性質、の 6点）に基づくもので

あり、特に Flashは完全に Adobeの管理下にあるため、100%プロプライエタリであるとした。 
130

 これに対して、Adobeの CEO（Shantanu Narayen氏）は、Jobs氏の主張は「煙幕」にしか過ぎず、

Appleは自らのソフトに囲い込みたいだけだと反発をしている。また、その後、2010年 5月には、Adobe

は、特にオープンでないと指摘された Adobeにおいては、「We Love Apple」「しかしながら選択の自由を

与えないのは好きでない」という広告を掲載するとともに、同社の意見をWeb上で発表している。 

http://arstechnica.com/apple/news/2010/05/adobe-takes-case-against-apple-to-net-with-ad-open-
letter.ars 
http://jp.techcrunch.com/archives/20100513adobe-ad-apple/ 
http://www.adobe.com/choice/openmarkets.html 
131

 http://blogs.adobe.com/conversations/2010/04/adobe_air_on_the_android_platf.html 

また、2010年 4月 27日の NYTのインタビューに対しも、次期 Android 2.2では、Adobe Flashをサポー

トすると明言 http://bits.blogs.nytimes.com/2010/04/27/googles-andy-rubin-on-everything-android/、
http://news.cnet.com/8301-30685_3-20003617-264.html 
132

 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703612804575222553091495816.html 
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/04/goverment-weighing-possible-apple-antitrust-probe/ 

同報道によると、Appleは、2010年 4月に、開発者が Apple以外のツールを活用してプログラムを組

み立てることを禁じるとともに、iPhoneに係る特定の技術データを第三者に配信するアプリを禁じるよう条

件を変更しているが、これらの動きに対するとされる。 

なお、同報道によると、上述の分析技術データの配信を禁じているのは、Appleが最近発表した iAdに

よるターゲティング広告をより有利なものとするためではないかとされている。 

http://www.businessweek.com/news/2010-02-02/adobe-says-iphone-risks-losing-customers-without-flash-software.html
http://www.businessweek.com/news/2010-02-02/adobe-says-iphone-risks-losing-customers-without-flash-software.html
http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20412895,00.htm
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704302304575214114101014460.html
http://arstechnica.com/apple/news/2010/05/adobe-takes-case-against-apple-to-net-with-ad-open-letter.ars
http://arstechnica.com/apple/news/2010/05/adobe-takes-case-against-apple-to-net-with-ad-open-letter.ars
http://jp.techcrunch.com/archives/20100513adobe-ad-apple/
http://www.adobe.com/choice/openmarkets.html
http://blogs.adobe.com/conversations/2010/04/adobe_air_on_the_android_platf.html
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/04/27/googles-andy-rubin-on-everything-android/
http://news.cnet.com/8301-30685_3-20003617-264.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703612804575222553091495816.html
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/05/04/goverment-weighing-possible-apple-antitrust-probe/
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のではないかと報道されている133。この背景には、Apple の好調な業績の一体的

側面として、同社の市場支配力の拡大に係る認識があるものと推定される。 

また、上記の 2010 年 4 月の Apple の iAd の発表により、広告分野での競合が生

じるとして、一部から懸念が表明されていた Google によるモバイル広告企業の

AdMob 社の買収が FTC から承認される134とともに、さらに Apple が 6 月 7 日に

改正した SDK の規約により、Google（AdMob）のサービスが iPhone 上での広告

から締め出されるのではないかとの懸念・批判が示され135、これに対して FTC が

調査の開始を決定したと報道されている136。 

なお、これ以外にも、2010 年 5 月 26 日の NYT ほかの報道によると137、司法省

は、Apple のオンラインでの販売（iTunes）に関し、初期的な調査を開始したと報

道している。具体的には、Apple がその独占的地位を活用して、ライバルである

Amazon.com の MP3 ストアでの独占的な販売権（特に一日限りの割引販売権であ

る MP3 Daily Deal）を与えることについて拒否するよう働きかけたとされる138。 

 
 

４．電子書籍を巡る最近の動向（タブレットによる影響を含む） 

 

 タブレットコンピューターのキラーアプリとなる電子書籍については、2009 年

末より急速に拡大してきているが、汎用機である iPad の登場及び Apple の電子書

籍ビジネスへの参入等に伴い、その産業構造は大きく変わりつつある。 

 

                                            
133

 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703509404575301242754089172.html 
134

 Googleにおいても、同じくモバイル広告企業である Admob社の買収を 2009年 11月に発表しており

（7.5億ドル）、本案件については、独占禁止法の観点から FTCによる調査が進められていたが、2010年

5月 21日に FTCから合併が承認されていたが、その承認理由の一つとして、Appleの iAdの発表により、

競争が見込まれることが挙げられている。 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704852004575258483556498908.html 
http://japan.internet.com/wmnews/20100601/12.html 

 なお、一方 Appleは、2010年 1月に同じくモバイル広告企業の Quattro Wirelessの買収を発表してい

る（2.75億ドル）。http://www.computerworld.jp/topics/apple/171309.html 
135

 http://bits.blogs.nytimes.com/2010/06/09/googles-admob-fears-being-excluded-from-iphone/ 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/10/news024.html 
136

 http://www.wired.com/epicenter/2010/06/ftc-to-review-allegations-apples-iad-is-anti-competitive-
report/ 
137

 http://www.nytimes.com/2010/05/26/technology/26apple.html 
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20414012,00.htm 
138

  なお、オンライン音楽販売の Appleのシェアは 69%であり、次いで 2位の Amazon.comは 8%にと

どまっている。 

http://www.macrumors.com/2010/05/26/itunes-store-reaches-28-overall-share-70-digital-share-of-u-
s-music-sales/ 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703509404575301242754089172.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704852004575258483556498908.html
http://japan.internet.com/wmnews/20100601/12.html
http://www.computerworld.jp/topics/apple/171309.html
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/06/09/googles-admob-fears-being-excluded-from-iphone/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/10/news024.html
http://www.wired.com/epicenter/2010/06/ftc-to-review-allegations-apples-iad-is-anti-competitive-report/
http://www.wired.com/epicenter/2010/06/ftc-to-review-allegations-apples-iad-is-anti-competitive-report/
http://www.nytimes.com/2010/05/26/technology/26apple.html
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20414012,00.htm
http://www.macrumors.com/2010/05/26/itunes-store-reaches-28-overall-share-70-digital-share-of-u-s-music-sales/
http://www.macrumors.com/2010/05/26/itunes-store-reaches-28-overall-share-70-digital-share-of-u-s-music-sales/
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（１）端末（電子書籍リーダー）を巡る動向 

専用機である電子書籍リーダーの売上は、2009 年時点では、2010 年に 700 万

台と予想されていた。しかしながら、その後、汎用機であるタブレット型コンピ

ューターは、400 万台～700 万台販売されると予想され、また、iPad は、実際に

この 2 ヶ月間で 200 万台が販売されるなど、それ以上のペースで伸びてきている。 

①� 歳末商戦を巡る動向 

＜電子書籍リーダーの販売動向＞ 

2009 年末の米国の歳末商戦においては、電子書籍リーダーが最も人気のある製

品の一つとなり、大きな話題になった139。その際、具体的数字は公表されていな

いものの、主要製品の中で、Amazon の Kindle が最も販売を伸ばしたと考えられ

ている。 

特に、Kindle は多くが家族等へのクリスマスプレゼントとして購入された模様

であり、歳末商戦における Amazon.com の販売製品としては、Kindle が最も売れ

た製品に位置づけられるとともに、クリスマスの日には、同社におけるオンライ

ンでの書籍販売が、初めて物理的な書籍販売を超えたとされている140。 

 一方、E-Reader（Sony）、Nook（Barnes & Noble）については、需要の伸び

に対応しきれず、クリスマスに間に合う形で供給ができなかったことが報道され

ており141、その分 Kindle の売上増につながったとされている。 

しかしながら、年が明けてからは、書店という物理的店舗を持っている B&N は

営業上の強みを有している模様であり、台湾の調査会社 Digitime Research の調査

                                            
139

 具体的には、CEA（家電産業協会）の 2009年歳末商戦での欲しい物（Wish List）に Kindle/電子書籍

リーダーがランクインし、急成長分野として位置づけ。 

http://www.pcb007.com/pages/zone.cgi?a=54736 
http://www.ce.org/PDF/ChurningWatersofRetail.pdf 
140

 http://www.informationweek.com/news/internet/retail/showArticle.jhtml?articleID=222100175 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0912/28/news013.html 
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1369429&highlight= 

 ただし、販売数、ダウンロード数等は公表されていない。 

 なお、前月の 11月においても、Kindleの売上は過去最高となったとされることから、2ヶ月連続で過去

最高を記録しているものと考えられる。 

http://www.informationweek.com/news/internet/retail/showArticle.jhtml?articleID=221901414 
141

 Sonyは、2009年 11月 19日、電子書籍リーダー市場で、世界シェア 40%を目指すとしたが、一方受

注が予想を上回っており、納期に遅れが生じていると報道されている。 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0911/19/news075.html 
http://ameblo.jp/kimito001/entry-10392285769.html 

 また、B&Nの Nookは、当初 11月 30日に出荷開始予定であったが、12月 7日に延期され、その後も

品薄状態が続き、早期予約者に対しては 12月 23日までに届かなかった場合には、100 ドル分のギフト

券を渡すという対応を行っている。なお、2009年においては 6万台を売り上げたとのこと。 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703300504574566010272797486.html 
http://jp.techcrunch.com/archives/20091223barnes-noble-will-ship-around-60000-nooks-this-year/ 

http://www.pcb007.com/pages/zone.cgi?a=54736
http://www.ce.org/PDF/ChurningWatersofRetail.pdf
http://www.informationweek.com/news/internet/retail/showArticle.jhtml?articleID=222100175
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0912/28/news013.html
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1369429&highlight=
http://www.informationweek.com/news/internet/retail/showArticle.jhtml?articleID=221901414
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0911/19/news075.html
http://ameblo.jp/kimito001/entry-10392285769.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703300504574566010272797486.html
http://jp.techcrunch.com/archives/20091223barnes-noble-will-ship-around-60000-nooks-this-year/
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によると、2009 年 3 月の電子書籍リーダーの販売は、Nook が Kindle を若干上回

ったとの調査結果を発表している142。 

なお、調査会社の NPD は、2010 年 2 月、電子書籍リーダー利用者のうち、

93%が満足しているとの調査結果を発表している143。 

 

＜電子書籍の販売・利用動向＞ 

 このような中、電子書籍の販売動向は引き続き、右肩あがりで伸びており、

IDPF（International Digital Publishing Forum）の調査によると、2010 年第一四半

期においては、売上は 91 百万ドルに達している。 

 

米国における電子書籍の販売（卸売）144 

 
 

また、このように電子書籍リーダーが普及する中、米国議会においては、子供

向けに電子書籍の利用を推進するための法律を提案する動き（2010 年 2 月）145や、

また、ホワイトハウスにおいても、政府の公表する行政文書を、PDF だけでなく、

Amazon の Kindle フォーマットや e-Pub フォーマットで公表するとの動き（2010

年 2 月）146などが報じられている。 

②� iPad の販売開始とその影響 

＜iPad の売上とその影響＞ 

 一方、2010 年 1 月に発表され、4 月に販売開始された iPad は、電子書籍リーダ

ーとしても利用できる汎用機であり、Apple 社の無料のアプリをダウンロードする

ことにより、Apple の iBook ストアにアクセスすることができる147。 

                                            
142

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1004/27/news044.html 
http://news.cnet.com/8301-13506_3-20003387-17.html 
143

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/05/news007.html 
144

 http://www.idpf.org/doc_library/industrystats.htm 
145

 http://arstechnica.com/telecom/news/2010/02/congress-wants-an-e-book-reader-for-low-income-
kids.ars 
146

 http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/02/white-house-embraces-e-book-readers.ars 
147

 http://www.nytimes.com/2010/05/13/technology/personaltech/13smart.html 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1004/27/news044.html
http://news.cnet.com/8301-13506_3-20003387-17.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/05/news007.html
http://www.idpf.org/doc_library/industrystats.htm
http://arstechnica.com/telecom/news/2010/02/congress-wants-an-e-book-reader-for-low-income-kids.ars
http://arstechnica.com/telecom/news/2010/02/congress-wants-an-e-book-reader-for-low-income-kids.ars
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/02/white-house-embraces-e-book-readers.ars
http://www.nytimes.com/2010/05/13/technology/personaltech/13smart.html
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 前述の通り、iPad は当初の 2 ヶ月だけで既に 200 万台を売り上げており、電子

書籍リーダー市場にも大きな影響を与えていると考えられる。また、この iBook

ストアでの売上については、iPad 販売直後（4 月 8 日まで）に 60 万冊148、2010

年 6 月初めまでに 500 万冊分ダウンロードされている149。 

 

＜電子書籍リーダー企業／技術の動向＞ 

このように、電子書籍リーダー市場における競争が激化する中、各社とも、ま

ずは、営業力の強化を図っている。具体的には、家電量販店である Best Buy では、

Nook、Sony Reader の取り扱いを開始する一方、Amazon.com の Kindle は、これ

までは同社のオンラインでの販売のみであったが、2010 年 6 月には、ディスカウ

ントストアの Target での販売開始をしている150。 

 また、このうち、特に Amazon.com や B&N については、そもそものコアのビ

ジネスは（電子）書籍の販売であることから、iPad を含め他のリーダーから自社

のストアへのアクセスを拡大している。具体的には、Amazon.com は、iPad 販売

当日151に、また、B&N は、2010 年 5 月 27 日152に、それぞれ iPad 用のアプリを

発表している。 

 

 ただし、iPad の売上が拡大する中、両社の専用電子書籍リーダーにおいては、

既存製品に係る価格競争が開始されている。具体的には、2010 年 6 月 21 日、

B&N が 199 ドル（3G モデル）に価格を引き下げたのに対し、Amazon は同日

Kindle を 189 ドル（約 3 割引）に価格を引き下げている153。 

 一方、両社とも、専用機としての優位性を活かすことができるよう、新たな製

品の開発に向けて取り組んでいるように見える。 

・ Amazon は、2010 年 5 月 26 日、株主総会において、読書に熱心な層をターゲ

ットとした専用機の開発に注力していくとの方針を発言している154。ただし、

祖その際、LCD 化については、技術的には容易であるが、E-ink のエクスペリ

エンスが体験できないとして、慎重な姿勢を示している。また、そのような中、

2010 年 5 月 29 日には、タッチスクリーンを有する新たな Kindle がこの夏にも

販売されるのではないかとの情報が報道されている155。なお、Amazon は、マ

ルチタッチ技術のベンチャー企業を買収したこと等から、2010 年 2 月には、

                                            
148
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カラー、マルチタッチスクリーンで WiFi が利用可能な端末を開発するのでは

ないかと噂されていた156。 

・ B&N に関しては、ベンチャー企業の Pandigital が、2010 年 5 月 24 日に発表157

した、カラーでタッチスクリーンを搭載した、Android 系の電子書籍リーダー

「Novel」において、Barnes & Noble の電子書籍ストアにアクセスすることが

できるようになっている（米国で 6 月から 200 ドルで販売）。なお、Nook は

Android ベースの電子書籍端末であり、4 月 23 日には、ソフトウェアのアップ

デートを行っている。 

 

 一方、電子書籍リーダーの高機能化が求められる中、これらに係る新たな技術、

製品が次々と開発されつつある。例えば、以下の通り。 

・ 2010 年 1 月には、米出版社 Hearst 傘下の Skiff は、柔軟性のある電子ペーパー

技術を利用した電子書籍リーダーを、CES において発表している158。本技術

は、LG Display との協力で開発しており、年内に米国で販売予定としている。

なお、その発表前に、2009 年 12 月には、LG Display は、PVI とクロスライセ

ンス協定を締結するとともに、30.5 百万ドル相当の債券を購入している159。 

・ 2010 年 3 月には、E-Ink を買収した台湾の Prime View International（PVI）は、

カラー電子ペーパーを展示会で展示している160。 

このような中、台湾政府は、2009 年 12 月、約 65 百万ドルを投じ、電子書籍産

業の強化を図ると報じられている161。 

 

（２）電子書籍ストアビジネスを巡る動向 

 一方、Apple の iBook への参入に伴い、これまで Amazon.com が優位を築いて

きた電子書籍ストアビジネスについて、出版社との力関係に変化が生じつつある

とともに、今後、更に Google 等の参入が見込まれている。 

①� 競争に伴う出版社との関係の変化 

 Amazon は、これまで同社の電子書籍ストアにおいては、原則、一律に一冊

9.99 ドルで販売してきた。これに対しては、出版社側からは、価格決定権が小売

店（Amazon）に握られているとして不満を持っていた。 
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 しかしながら、Apple の電子書籍ストアへの参入を契機に、これらに関わる力関

係に変化が生じつつある。 

具体的には、まず、iPad の発表の直前の 2010 年 1 月 21 日、Amazon は、売上

のうち、出版社や作家に支払う金額（印税）を、従来の 35%から 70%に引き上げ

ると発表した162。 

また、2010 年 1 月末、Amazon は、その価格設定に関して、六大出版社の一つ

である Macmillan 社と合意できなかったため、同社の書籍を Amazon のストアか

ら一時期取り除いたことが報道されている（2010 年 1 月 30 日付け NYT163）。そ

の背景としては、Macmillan 社は、他の出版社とともに、一冊あたりの価格を 15

ドルに値上げすることを要求していたが、最終的に取り除かれても止むを得ない

とした理由の一つは、既に Apple の iBook Store に電子書籍を供給することに合意

していたためとされる。 

これに対し、Amazon は、2010 年 1 月 31 日、（消費者にとっては必ずしも望

ましくはないとしつつも）Macmillan 側の要求を受け入れ、15 ドルで販売せざる

を得ないと価格制限を緩和することを発表している164。なお、その後 Macmillan

は、2010 年 3 月 2 日、同社の電子書籍に係る全小売店共通の価格体系を発表して

いる165。 

 なお、その後、2010 年 3 月 17 日付けの NYT166によると、Amazon は、他社に

対して Amazon を通じてよりもより安い価格で電子書籍を提供しないよう契約上

求めていると報道している。これに関し、2010 年 2 月 17 日の NYT167によると、

Apple の iBook Store の価格は、予想よりも安い価格で販売するのではないかと報

じられていた。 

②� Google その他の参入 

 また、Apple 以外にも、Google を始め168、今後とも多くの企業が電子書籍スト

アビジネスへの参入が見込まれる。 
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・ Google は、Google Book に係る膨大な電子書籍の蓄積を有するとともに、以

前から Google Edition として、電子書籍ビジネスの参入の意向が示されていた

が、2010 年 5 月 4 日の WSJ169によると、同社は 6 月後半か 7 月には、販売を

開始すると報じられている。また、同社は、前述の通り、タブレットの開発と

併せて検討しているとも報道されている。 

・ また、Barnes & Noble に次いで大きな書籍店チェーンの Borders も、5 月には、

端末価格が 150 ドルの電子書籍リーダー「Kobo」（6 月 17 日から）を、また、

6 月には、119 ドルの電子書籍リーダー「Aluratek」を販売開始するとしてい

る170。なお、同社は自社の電子書籍ストアは有しておらず、他社のストアに同

社のブランド名を付す予定であると報道されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、

本レポートの内容に関しては、その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一

切について、執筆者及び執筆者が所属する組織が如何なる保証をするものでもあ

りません。また、本レポートの読者が、本レポート内の情報の利用によって損害

を被った場合も、執筆者及び執筆者が所属する組織が如何なる責任を負うもので

もありません。 
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