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抄録 
 

ソニー経営危機とその原因 

‐エレクトロニクス事業を中心に 

 

 

李ボラ 

 
ソウル大学国際大学院 

日本地域学専攻 

 

 

 ‘ウォークマン’‘ＣＤプレーヤー’‘トランジスターラジオ’‘プレイステ

ーション’など、ソニーは企業創立以降、顧客を感動させる画期的なデザインや

革新的な技術で時代のアイコンとして位置付けられた。特に、ソニーは‘自由’

と‘活発’という経営理念の下、失敗に対するリスクより各社員の個性を最大に

発揮し、‘面白さ’と‘感動’を追求する製品を創造してきた。 

しかし、２０００年代アナログ時代からデジタル時代に変化すると共にソニ

ーの危機が始まる。顧客の購買欲をそそる新製品は出されておらず、持続的な収

益赤字を記録し、長期的な成長のための研究開発への投資よりは短期的な実績の

改善に集中することで、悪循環を繰り返すことになった。同時にソニーは過去、

グローバル業界で認められた技術力でも韓国のサムソンやＬＧに追いつかれてお

り、価格競争力の側面でも中国など新興市場のブランドが優勢になり、業界内の

ソニーのポジションはより悪化の道をたどることになる。 

過去、家電機器を通じてグローバル文化をリードしてきたソニーは今、素早

く変化する業界のトレンドの中で、革新でなく改善だけを持続している。 



このような危機の原因の中で最も大きな要素は、伝統的にソニーの成長の中

心であり、全体的な売り上げの約７０％を占めるエレクトロニクス事業部門の

‘モノづくりの退色’である。ソフトコンテンツの重要性をいち早く把握したソ

ニーは‘ＡＶとＩＴの融合’というキャッチフレーズで、音楽や映画、ゲームな

どエンタテインメントのコンテンツ事業から金融事業に至るまで、事業の多角化

を行う。しかし、その以降、ソニーはコンテンツ事業に対する無理な投資をため、

エレクトロニクス事業における技術への軽視を起こし、当初見込んでいたハード

ウェアとソフトウェアのシナジー効果は失敗することになる。 

本論文ではソニーのエレクトロニクス事業の‘モノづくりの退色’を中心にマ

イケルポーターの‘ダイアモンドモデル’を通じて危機の要因を分析する。技術

開発に対する投資や人材、消費パターンの変化、リーダーシップや戦略の誤り、

日本内ソフトコンテンツ産業の特異性を通じて説明する。 

 

 

 

キーワード：ソニー、エレクトロニクス産業、モノづくり、ダイアモンドモデール 
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第一章 序論 

１． 研究背景 

２０世紀のソニーは収益を生み出す企業を超え、文化を創造する時代のアイ

コンとしてグローバル電子事業を掌握し、‘ソニー’というブランド自体だけで

業界を独歩していた。マーケティング戦略家のアル・ライズとジャック・トラウ

トは“どの領域でも市場をリードしているリーダーブランドはほとんど例外なく、

消費者の心に一番先に位置付けるブランドだ。つまり、マーケティングの基本は

ある領域で最初になれるような領域を生み出すことである。”1という。 

‘ウォークマン’や‘プレイステーション’などソニーの製品はその名前だけ

で一つのブランドあるいは時代のアイコンとして発展してきた。１９４６年、

‘東京通信工業’という社名で創立されて以降、‛世界初発明’とのタイトルを

失わず、画期的なデザインや革新的な機能を備えた新製品を引き続き出して、ア

ナログ時代のグローバルＮｏ．１エレクトロニクス企業であった。 

現在、トップモバイル企業のアップル社の創業者スティーブ・ジョブズは‘ソ

ニー’がロールモデルであったし、ｉＰｏｄには２１世紀のウォークマンという

ニックネームがつけられたほどであった。2 しかし、２０００年代アナログ時

                                           
1 アル・ライズ＆ジャック・トラウト「マーケティング不変の法則」ビジネスマップ、2012 p.24

～25 

2 キム・ジョンキュン「スティーブ・ジョブズが憧れた人はだれ？」ebuzz, 2011 
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代からデジタル時代に変化する中で、ソニーのエレクトロニクス事業は危機に瀕

することになった。経営実績の悪化は結局２００３年一半期の間、１０億ドルの

損失になったと発表し、たった二日で、株価を２５％下落した‘ソニーショッ

ク’を引き起こした。それ以降、ソニーの代表が立て続けに辞任する事態が発生

し、Ｒ＆Ｄ投資や工場の閉鎖、リストラなどソニー神話は伝説へと変質し始め、

ソニーのエレクトロニクス事業は持続的な赤字を記録した。また、収益を出すと

ころはエンタテインメントや金融などの新事業であった。ビジネスウィークは

‘２００４年最悪のＣＥＯ’に出井伸之会長を選定するなど、様々なメディア評

価でもソニーの経営成果に対するネガティブな評価が相次いだ。また、格付け会

社フィッチ・レーティングスとムーディーズから‘投機等級’と‘投資不適格’

と判定され、格付けにおいても最悪の評価を受けた。過去、電子技術で全世界に

大きな影響力を発した企業がこのような危機に陥った要因には、日本の経済難や

円高のための弱化した輸出力や国際市場での競争深化などの外部的要因もあるが、

内部的にはどのような原因によってソニーのエレクトロニクス事業が不振に陥る

ことになったのかを分析する。 

２． 研究目的 

 ‘世界にまだ存在しないモノを創造するチャレンジ精神、顧客に楽しさや感動

を提供すること’は設立以降６０年以上続いてきたソニーのＤＮＡである。‘革

新や創意’そして‘顧客に対する感動提供’はソニー成長の核心であったし、こ
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れは革新的な機能やデザインを実現した技術開発の源泉になった。しかし、企業

の規模を拡張しようと、他事業分野へ力を入れ、研究所の閉鎖、技術投資に対す

る関心が少なくなり、自ら‘技術のマスター’だとプライドを持っていたソニー

の優秀なエンジニアはソニーが本然のＤＮＡを失った瞬間、辞する場合もあった。

その上に、ソニーはデジタル時代に溢れる業界の様々な技術やアイデア、また、

短くなっている製品周期に負けないよう、‘モノづくり’が欠けて‘ソニーらし

さ’を失った製品を販売することにあくせくするようになった。過去にはソニー

の製品とあらば何でも興味を持ち、購入する‘ソニーのマニアファン’がいた。

しかし、いつの間にか他社に比べて、デザインや技術でも、価格的な面でも、ソ

ニーのアイデンティティーやユニークさを見つけられないようになった消費者は

次第に背を向けるようになった。本論文では、モノづくりの退色によるソニーの

エレクトロニクス事業における危機要因の分析を通じて、いち早く急変するグロ

ーバル企業に根本的な企業経営の哲学やモノづくりを失わないようなメッセージ

を伝えたい。 
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第二章 ソニーの歴史  

１． 創立 

１９４６年５月７日、ソニーは‘東京通信工業’という社名で設立された。創

立当時、ソニーは二人経営体制で、各技術や経営を専門とする二人の専門人体制

で運営された。まず、井深大は技術に精通した人物で、トランジスターラジオや

トリニトロンテレビなどを世界で最初に開発した発明家である。ソニーの設立趣

意書によると、井深は“技術者たちが技術することに深い喜びを感じ、その社会

的使命を自覚して思いきり働ける安定した職場をこしらえる”3ことをモットー

に新しい技術への絶え間ないチャレンジを哲学とした。いつも新しい技術や製品

を追求する井深の思想を表現する‘井深イズム’という用語が生まれたほど、小

さくて携帯に便利な製品を開発する文化がソニーのＤＮＡへ繁栄された。4 

また、もう一人の事業パートナー森田昭夫は創業時からグローバリゼーション

への重要性を主唱した経営者として‘ウォークマン’のソニーのブランド化を確

立することで、代表的なグローバル企業としてブランド価値を高めた。１９６０

年、日本電子業界では最初にアメリカへ現地法人の‘ソニーアメリカ’を設立し、

現地でのソニーのブランドバリューを築くため、ＯＥＭ生産方式を拒否すること

                                           
3「ソニー 設立趣意書 」ソニーIR 

4 シン・ヒョンウォン＆ムンジウォン「外国人CEOがリードするソニーの未来」サムスン経済研究

所、2005 p.8 
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もあった。 

２． １９８０年代 

大賀典雄は東京芸術大学の音楽学部へ在学していた時、東京通信工業のテープ

レコーダーの音質向上を目的に共同創業者の井深と森田の説得で、音楽活動を並

行するという条件で１９５９年に入社した。１９８２年大賀典雄のソニー会長へ

の赴任は‘ソフト事業’への重要性を強調し、デジタルとエンタテインメント事

業など関連事業への領域を拡張してきた。１９８８年‘ソニーミュージックエン

タテインメント（Sony Music Entertainment）’は独自事業として転換し、１９

８９年アメリカの‘コロンビア映画（Columbia Pictures Industries Inc.）’

を買収し、音楽や映画など事業分野を拡張すると同時に、一般的に‘ＣＤ’と呼

ばれるコンパクトディスクを開発、音楽のアナログ時代からのパラダイム転換を

導いてきた。また、１９９３年、家庭用のゲームやソフトウェアを担当する‘ソ

ニー・コンピュータエンタテインメント（Sony Computer Entertainment In

c.）’を設立し、プレイステーションを開発し、日本ゲーム市場で５１％の圧倒

的なシェアを占めていた。 

３． １９９０年代  

１９９５年、出井伸之が新会長に赴任し、‘デジタル・ドリーム・キッズ（Di

gital Dream Kids）’をキャッチフレーズとして投げかけ、ハードウェア中心の
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事業路線からネットワークとソフトウェアに革新事業分野が転換した。１９９６

年、ソニーのＰＣブランド‘ＶＡＩＯ’シリーズを開発、ネットワークを利用し

たサービスを進めるため、インターネット通信サービス‘ソネット（So-net）’

を運営し、インターネットサービスだけでなく、音楽ダウンロード、Ｅコマース、

オンライン金融サービスなどを提供することになった。このようなインターネッ

トに基づいた‘ＡＶ機器とコンテンツの融合’という戦略はＩＴブームと時期的

に一致し、事業変化の初期１９９５年３千円であった株価が２０００年３月には

３３，９００円に達するほどに成功した。しかし、すぐソニーの神話は崩れ始め

た。大賀会長がコロンビア映画の無理な引受で残した負債額１兆５千億円が重な

り、持続的な赤字を記録するようになった。その後、ブラウン管テレビの大型ガ

ラス工場の建設に関するコストを減らすため、技術や顧客より株式に関心を持ち、

キャッシュフローの改善に焦点を合わせるようになった。 

４． ２０００年代 

２００５年、ソニー史上初の外国人会長としてハワード・ストリンガーが就任

した。ハワードは就任以降、“日本と違って欧州ではソニーといえば映画や音楽

ブランドのイメージが強い”5と主張し、エンタテインメント分野への投資に集

中する。２００８年、ソニーＢＭＧの株式取得後、完全子会社化し、２０１１年

                                           
5 「ソニー「解体」の日」東洋経済、2012 
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にはＥＭＩ音楽出版部門を買収するなどエンタテインメント部門における領域を

拡張し続いてきた。しかし、持続的な赤字で２００８年以降、電子部門での工場

の統廃合や大規模のリストラを行うなど、技術研究および開発に対する投資を大

幅削減した。その結果、電子産業の沈滞の深化で２０１２年ハワードは会長の地

位から辞することになった。目に見える利益を創出できない研究所や製造事業所

を取り除くため、ロボットや有機ＥＬテレビなど次世代技術に対する投資も縮小

することになった。このように、優秀な技術力を持ったエンジニアを含んだソニ

ーの社員のリストラを進めた結果、技術の空洞化を招来し、結局‘ソニーらし

い’製品の開発から離れるようになった。これは、ジャーナリスト出身のハワー

ドが製品開発に関わる技術軽視で‘革新’よりは‘現状維持’に力を入れたこと

から生じたのである。 

５． ２０１０年以降 

２０１２年、新しく会長に赴任した平井一夫は、テレビ部門の構造改革やスマ

ートフォン事業へ集中する経営戦略を立てた。平井は２０１２年経営方針説明会

で、“ ソニー復活を象徴するような、世界中をあっといわせるような魅力的で

イノベイティブな商品・サービスを市場に投入する”6とソニーの回生に対する

抱負を掲げた。しかし、赤字は依然として改善されず、ソニーの復活を宣伝した

                                           
6 「ソニー復活を象徴するような製品を‐エレクトロニクス再建への道のりは」ITmedia、2012 
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テレビやＰＣ事業の運営不振に歯止めはかからなかった。ソニーは１９９６年

‘ＶＡＩＯ’というブランドでＰＣ事業へ進出して以降、一時期は年間８７０万

台の出荷量を記録したが、２０００年代後半からは減少し続けた。２０１３年４

月から２０１４年３月までの１年間で５８０万台のＰＣを販売したが、グローバ

ルＰＣ市場の競争に重なって赤字構造から逃れなかった。7 

高価の製品を集中的に生産してきたソニーは費用の節減のためテレビやＰＣ部

門から持続的なリストラを行ったが、結局、２０１４年に‘ＶＡＩＯ’を売却し、

テレビ部門は分社化する結果を招いた。その原因には‘ＶＡＩＯ’が新興国の攻

略のために安価の普及型製品を発売し始め、高い品質の製品より大量の販売用を

選ぶことで、‘ＶＡＩＯ’のネームバリューが下落た点が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

                                           
7 「ソニー平井社長がVAIO撤退について語ったこと」ASCII、2014 
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第三章 先行研究の検討 

チャン・セジン教授は“ソニーの経営成果悪化の主な原因は伝統的にアナログ

製品で競争優位を保っていたオーディオやＴＶ部門が２０００年代に入ってから、

デジタルオーディオやフラット・パネル・ディスプレーに転換すると同時に収益

が急に低下したからである。”と述べる。8 このように、ソニーの危機はオーデ

ィオ、テレビ、ＰＣ，スマートフォンなど売上の約７０％を占めるエレクトロニ

クス事業の不振から説明できる。その原因としては、革新的な新製品が生産され

ていないことと企業の経営資源がコンテンツの開発に集中的に投資されたが、コ

ンテンツと家電間の融合を通じてシナジーが確保されなかったことである。特に、

デジタル時代への変化にあって、プラットフォーム化のパラダイムをリードしよ

うとしたソニーは顧客からのフィードバックを無視し、内部での過度な競争でコ

ミュニケーションが断絶され、ハードウェアとソフトコンテンツ間のシナジーを

創出するに失敗したのが原因であったと指摘する。9  

ソニーは自社の技術を産業の標準にするために努力した結果、トリニトロンテ

レビやＣＤ、ＤＶＤ、プレイステーションなど独自的な技術戦略に成功してきた。

“しかし、独自的標準を追求する政策はＮＩＨシンドローム(Not-Invented-Here

                                           
8 チャン･セジン「サムスンとソニー」サリムBiz 2008、p.49 

9 イム・ヤンス 「ソニーはなぜフラットフォーム化へ苦戦するのか？」KT経済経営研究所 2011 
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 Syndrome)のように、自社のフォーマットでない競争者の技術あるいは他の産業

標準に対して排他的な態度をとるようにする。そのため、市場全体の流れに逆行

し、自社の技術とフォーマットだけで製品を開発しようとする態度がむしろ新製

品を開発するにあたり障害になる可能性もある”10 とも述べる。一方、アップ

ル社の場合、‘ｉＯＳ’や‘ｉＴｕｎｅｓ’など自社だけのフォーマットを借用

して、‘ＭａｃＰＣ’と‘ｉPｏｄ’から‘ｉPｈｏｎｅ’、‘ｉPａｄ’に至る

まで、独自的標準に成功した事例はチャン教授の主張に限界を表す。今まで日本

市場の特徴として指摘されたモバイル産業を中心にしたガラパゴス化11とは逆に、

スマートフォンＯＳの国家別販売シェアを調査した結果、日本がアメリカを超え

て、アップル社のｉＯＳの占有率が最も高い国家であった。日本の場合、世界で

唯一にｉＯＳのシェアが６８．７％で、３０．５％のアンドロイドを超えたこと

からも、既に‘アップルのマニアファン層’が形成されたことが表れている。こ

のように、技術の独自的標準へ執着することがデジタル時代にあって問題になっ

たというよりは、商品開発を通して顧客のニーズを満足させるモノづくりが退色

した点、そしてコンテンツとのシナジー効果を生み出すことに失敗したことがソ

ニーの危機の原因として挙げられると言える。 

                                           
10 チャン･セジン「サムスンとソニー」サリムBiz 2008、p.80 

11 文化・制度・技術などが日本市場で独自的に進化し、世界の標準から離れるようになる現象を

称することで、技術的に世界最先端でありながらも、外国市場ではほとんど普及されていない日本

における携帯電話産業の特異性を表現する。 

チェ・ドンスル「ガラパゴス化される日本経済」明日新聞、2010 
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グラフ１．スマートフォンＯＳの国家別販売シェア 

 

参考：株式会社カンター・ジャパン (2014.03) 

＊注：調査期間は2013.11～2014.01 

もう一つの主張は、ソニーが‘マーケットフォーカス(Market-focused)の戦

略’を保たなかった点を指摘している。ソニーのＲ＆Ｄ部門を分散させ、各市場

にフォーカスし、消費者のニーズや便利性を増大させることを主張する12。しか

し、ソニーは各市場を攻略するローカル製品よりグローバルマーケットで通用す

る製品を開発することで、‘ソニー’というブランド価値を創造してきた。今は、

グローバルマーケットを攻略する革新的な製品が開発されておらず、短期的な売

上の改善のためＲ＆Ｄなど長期的投資が行われていないところがソニーの危機を

                                           
12 Yew, Albert Youngjin 「Analysis fo Sony Corporation’s Operation Strategy」Master’s 

Thesis of Graduate Schhol of Business, Seoul National University, 2010 

% 
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起こしたとも言える。 

イム・フンはソニーのケーススタディーを通じて全体売上の７０％を占める家

電部門の比重はインターネット環境での市場を反映していないと問題を揚げる。

また、“国内外の家電市場の持続的な成長はある程度限界があるため、ソニーの

家電部門の売上比重を縮小し、ＩＴ分野の比重の増やしてインターネット環境に

あう戦略を構築する必要がある。”と主張する。13しかし、ソニーが１９９０年

代後半以降、エンタテインメント事業へ集中するなど事業を多角化すると同時に

過去、ソニーの成長を導いてきたエレクトロニクス部門を軽視する傾向があり、

その瞬間からデジタル時代の熾烈な技術競争により競争力を失うようになったと

いう点で上記の主張には限界がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
13 Im hoon「The Change of Electronic Market Trend and the Management Strategy」Master’s

 Thesis of Graduate School of Business, Hanyang University 
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表１．ソニーのセグメント別業績 

 

参考：「ソニー「解体」の日」東洋経済、2012 
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第四章 ソニーにおける危機原因の分析 

１． ソニーにおける危機 

２０００年代から本格化したソニーの実績不振は持続的な営業利益の下落を示

している。ソニーは２０１４年４月から２０１５年３月までの純損益が当初の予

想より１，８００億円低く、２，３００億円の赤字になる展望だと発表した。14

また、１９５８年上場以来初めて株主の配当を中断することを決定した。これに

より、ソニーの純損益は２年連続赤字になる展望だと発表した。15 

グラフ２．ソニー営業実績の変化 

 

参考:ソニーＩＲ 

＊単位：億円 

ソニーは２０００年代以降、過去のブランドバリューを取り戻すという目的で、

                                           
14 「ソニー初の無配、最終赤字2300億円 1000人削減へ」日本経済新聞、2014 
15 「サムスンは‘買って’、ソニーは‘売って’引受・売却説で食い違った韓日代表企業」ヘラ

ルド経済、2015 
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収益改善のための革新やリストラを持続的に行ったし、２０１２年末からは‘円

安’という経済政策に支えられ、グローバル市場での再度の跳躍を期待してきた。

特に、２０１２年以降、平井前会長はテレビ事業やスマートフォンに集中する事

業戦略を実行してきた。しかし、ソニーはテレビ事業で韓国のサムサムスンやＬ

Ｇに負け、２０１４年まで９年連続、テレビ分野での赤字を記録した。16既に消

費者にテレビの技術力はサムスンやＬＧが上という印象を植えつけたたし、価格

競争力では中国など新興国の製品が多くの比率を占めることで、ソニーのテレビ

事業での改革は不調に陥ってしまった。 

スマートフォンの分野でもアップルとサムスンに押されて、赤字を記録し続け

た。２０１４年上半期の世界スマートフォンシェアによると、サムスンとアップ

ルが各２８．２％と１３．６％で全世界スマートフォン占有率の約５０％を占め

る一方、ソニーは４％を記録し、中国産低価格のスマートフォンブランドにも価

格競争力で押されている。また、日本内のスマートフォンシェアもアップルが５

０％以上を占め、圧倒的な占有率を占めながら、ソニーのスマートフォン事業で

の革新や収益改善は成り立っていない。 

 

 

 

                                           
16 「ソニーの憂鬱〜大手電機で“一人負け”の理由とは？主力エレキ、10年連続赤字も濃厚に」 

Business Journal、2013 
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グラフ３．2014年上半期世界スマートフォンシェア 

 

参考：Strategic Analytics  

＊単位：％ 

グラフ４．2014年上半期日本内スマートフォンシェア 

 

参考：MM総研 

＊単位：％ 
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結局、２０１４年２月ソニーは自社を代表してきたテレビ事業と共に、洗練さ

れたデザインや高級機能で愛されたＰＣブランド‘ＶＡＩＯ’に対し実績不振に

よる分社化及び撤収という決定を下すことになった。 

これに対して、格付け会社のムーディーズ・ジャパンは２０１４年１月、ソニ

ーの格付けをＢａａ３からＢａ１の‘投機的等級’に格下げした。また、フィッ

チ・レーティングスも２０１２年にソニーの格付けを「投機的」水準に引き下げ

ている一方、スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）は２０１２年２月投資

適格の‘トリプルＢ’としていた。 

表２．ムーディーズのソニー格付けの変化 

09年 1月 11年 10月 12年 1月 12年 10月 12年 11月 14年 1月 

A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 

参考：毎日経済新聞 A10、2014 
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グラフ５．ソニーと他社との時価総額の推移比較  

 

参考：ファイナンシャルタイムズ 

＊単位：１０億ドル 

創業当時からソニーの成長を支えたのはソニーだけの革新的で創意的な製品と

顧客の最大満足のためのモノづくりに起因する。過去、‘ウォークマンやＣＤ’

で音響のソニー、‘トリニトロンブラウン館テレビ’で映像のソニー、‘プレイ

ステーション’でエンタテインメントのソニーと呼ばれたような、グローバル電

子産業のトレンドをリードしてきたソニーは伝説化してしまった。 

２． 研究分析方法 

 ダイアモンドモデルは国家や企業の競争力を評価する方法で、競争優位の決定
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要因を‘要素条件’、‘需要条件’、‘関連・支援産業’そして‘企業戦略と競

争の環境’など４つの要素を含む（ポーター、１９９０）。ポーターはグローバ

ル競争優位を確保するためには各要素が個別的にも競争力に影響を及ぼすが、各

メカニズムが相互的に連関され、一つの総合的なシステムになる必要があると主

張する。 

 このように、競争優位を決定する４つの要因は下記のようである。 

表３．マイケルポーター の<ダイアモンドモデール> 

 

 

 

 

 

 

 

参考：ムン・フィチャン「経営戦略妙手と正修」p.41 

 

 

要素条件 

Factor conditions 

関連・支援産業 

Related and supporting 

Industries 

 

企業戦略と競争の環境 

Firm strategy and  

rivalry 

需要条件 

Demand Conditions 
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２－１ 要素条件 (Factor conditions) 

企業の高い生産性を創出するためのヒト･モノ･カネや物流・科学技術等のイン

フラを含み、要素の質と専門化を決定する。企業側では高いクォリティーの生産

要素の投入でどれだけの合理的な価格が形成されるのかが決定的な競争優位の要

素として作用する。特に人材であれば、特別な技術や専門性を持つ人が望ましい。

そのため、企業側では専門的技術や知識、業務を通じて積んだノウハウを持った

社員が企業競争の核心になる。さらに、企業の長期的成長に関わって、研究開発

はその人材と科学的技術などをより効率的で効果的で生産性を向上させる効果を

導く。 

本論文では、ソニーのモノづくりの基礎資源になる技術開発や人材に関して分

析する。特に、長期的な電子事業の技術成長のためのＲ＆Ｄ投資や工場の統廃合、

リストラについて論じる。 

２－２ 需要条件 (Demand conditions) 

国内特有のニーズや洗練された消費者の好みなど、当産業に対する需要の質と

量は企業の競争優位を占めるのに有利に作用する。巨大な国内需要は、ある企業

が新しい技術を開発することが原動力となり、すぐ産業発展の基になる。それに

よって、各企業は自社の製品やサービスの差別化をはじめ、ニッチ市場を攻略し

た新商品を開発したり、同じような製品でもより安価で提供するなど、業界での
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競争を起こす。 

ポーターは初期需要の位置よりその需要の構成が大事だと主張する。製品のデ

ザインや技術は大部国内需要のニーズを反映する。さらに国内のニーズや国内消

費者の洗練された好みは業界での企業の立場を決定するにあたり重要な要因にな

る。つまり、競争優位を獲得するために彼らの情報に容易にアクセスすることが

可能か、またその要求に対応できるかは重要な要因として作用する。 

本論文では、品質から価格へ変化した消費パターンおよびますます縮まる電子

製品の交替周期によるソニーのモノづくり退色について述べる。 

２－３ 企業戦略と競争の環境 (Firm strategy and rivalry) 

同一な産業内で、企業は競争を通じて相互発展に寄与し、業界内のトレンド変

化にあう戦略を立てることが可能になる。企業がそれぞれ競争市場の中で収益確

保を目指している以上、自らの企業におけるイノベーションとともに相手企業に

も提供する資材・サービスの質の向上を求めることになる。このような競争の中

で、各企業は永続的な競争優位を確保するため、持続的な研究開発に取り組み、

当企業ならではのコア・コンピタンスを養うようになる。国内の競争が活発にな

るほど、企業は世界市場での競争でも優位を示す傾向がある。内需が発達した日

本も国内市場での占有率を高めるための競争を通じてグローバルマーケットでの

競争的なポジションを占めることができた。 

ここでは、ソニーのモノづくりが退色になる環境をつくった‘戦略’と‘リ
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ーダーシップ’の問題を分析する。 

２－４ 関連・支援産業 (Related and supporting industries) 

国内の事業運営において業界と関連する産業や供給業者の存在有無を示す。つ

まり、企業の生産活動をサポートする各要素だけでなく、その生産活動が円滑に

行われるよう支援するシステムで、これには関連企業、教育機関、政府の政策な

どが含まれる。ポーターは企業が運営している事業と関連・支援産業が相互作用

をし、周辺の産業のレベルに関わって事業の勝ち負けが決まると述べている。ま

た、産業内に競争力を持つ関連・支援産業が存在すると、より高品質の製品やサ

ービスを提供することができるようになり、結局、企業の高い生産性創出に貢献

できる。また、産業内で関連・支援産業を含んだ企業間の協力によってそれぞれ

の専門性や技術力を高めることができ、互いのシナジー効果でウィン・ウィン関

係を構築することが可能である。 

 本論文では、世界コンテンツ産業のトレンドに逆らう日本のソフト産業の特異

性について論じ、それがモノづくりにどのような影響を及ぼすようになったのか

相関関係について述べる。 

３． ソニーにおける危機原因の分析 

アナログ時代からデジタル時代への移行降、‘ソニー’を代表するような製品

は市場に出されておらず、他のグローバル競争社の技術力や価格競争力から遅れ
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ているのが現実である。ソニーの危機に対して多くが‘時代の流れに遅れた’と

主張する17。デジタル時代への岐路で他の競争社が技術革新を通じて新しい市場

を創出している間に、ソニーの過去の名声に執着したのが原因であったとしてい

る。 

しかし、いち早くコンテンツの重要性を把握したソニーはソフト事業へ進出し

たが、付随的な事業として運営するのでなく、新事業にフォーカスを当てすぎて

しまい、伝統的な主力事業、つまり、モノづくりへの軽視が、電子業界の流れに

あわせた技術革新を失った大きな要因であったといえる。 

この論文では、ソニーの創業当時から企業成長の基盤になった‘モノづくり’

がどのような原因によって競争力を失ることになったのかをマイケル・ポーター

の‘ダイアモンドモデル’を通じて分析する。 

３－１ 要素条件 (Factor conditions) 

■ 技術軽視 

ソニーが優れた背品を開発した原動力は商品の企画から標準を自ら決めてきた

こととモノづくりが繁栄されているメカトロニクス、つまり小型化技術であった。

また、ソニーは革新的な新製品の開発戦略を追求したことで、研究開発もこのよ

うな目的に当てられていた。ソニーは売上額の６～７％を研究開発に投資し、源

                                           
17

 イ・チェユン「サムソンのように経営しろう」ヨルメ出版社、ｐ.220 
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泉技術よりが製品化のための実用技術へ注力してきた。また、大部分の新製品の

開発は内部の研究所の開発人材に依存してきた。しかし、ソニーのＲ＆Ｄ投資支

出額を見ると、２０００年代後半から大幅減少する傾向が見受けられる。実際当

時からソニーから代表的な製品が開発されておらず、Ｒ＆Ｄ資源の投入とソニー

エレクトロニクス部門の危機の相関関係を表している。 

グラフ６．ソニーのＲ＆Ｄ投資支出の変化 

 

参考：ソニーＩＲ 

また、ソニーのＲ＆Ｄ投資の位置の把握するため、業界内の他社とのＲ＆Ｄ投

資の比較を通じて分析する。下記のグラフはマイクロソフト社とアップル社、そ

してソニーのＲ＆Ｄ支出額を比較するデータである。 
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グラフ７．ソニーと他社とのＲ＆Ｄ投資の比較 

 

参考：GIZMODO 

＊単位：ビリオンドル 

マイクロソフトは予算の１７％をＲ＆Ｄへ投資し、ソニーは８％、アップルは

４％以下を支出している。しかし、各商品のラインアップに実質的に反映される

Ｒ＆Ｄ投資額を比較すると、ソニーは各製品当たり１、１５０万ドルを消費する

一方、アップルは７８５０万ドル18を、マイクロソフトは９億ドルを消費してい

る。 

また、世界トップ２０Ｒ＆Ｄ投資企業ランキングによると、２００７年から２

０１２年まではランキング外であったが、２０１３年には２０位内に進入するよ

                                           
18 アップルＯＳ開発費用を含み。 
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うになった。しかし、当年度のＲ＆Ｄ投資額を見ると、ソニーとサムスンは各５．

７億ドルと１０．４億ドルを支出し、ソニーがサムスンの半分程度の研究開発費

を投資していることが分かる。特にサムスンはこの10年余りの間に、ＰＤＰ、Ｌ

ＣＤ、ＬＥＤ、ＯＬＥＤなどに繋がる技術革新を通じてテレビの交替周期を２～

３年に短縮した一方、ソニーはアナログ時代に優位にあったブラウン管の技術に

留まった結果、デジタルテレビ市場で競争優位を失った現在の状況が露呈された。 

表４．世界トップ２０Ｒ＆Ｄ投資企業ランキング

 

 参考：Booz & Company 
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表５．２０１３年企業別Ｒ＆Ｄ投資額の比較 

 

参考：Booz & Company 

Ｒ＆Ｄ投資の縮小に次いで、２００５年ハワード会長の就任以降始められたリ

ストラや生産施設の統廃合もソニーのモノづくり退色の原因であった。経済誌

‘週刊ダイアモンド’は“韓国のサムスン、ＬＧなどにソニーの技術者が引き抜

きされている”と指摘する。例として、ハワードは伝統的なソニーのコア事業で

あるテレビ部門に関して、液晶パネル工場を廃業し、外注委託生産で固定費用を
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最低限縮小しようとした。このような短期実績の向上のために実施された持続的

研究開発投資の縮小や大規模なリストラは、ソニーモノづくりの中心であった技

術者のモチベーションを弱めたし、これはまた、‘ソニーらしさ’放棄する原因

となった。 

表６．２０００年代ソニー生産施設の統廃合内容 

年 内容 

2003 ‐ソニー社員２万人をリストラ 

2005 ‐正社員１万人を削減、１１ヵ所の工場の閉鎖を発表 

2006 
‐埼玉の携帯音楽プレーヤー工場の生産中止 

（中国・マレーシア工場限定生産） 

2008 

‐２０１０年上半期までエレクトロニクス部門で全世界の社員８千人と 

非正社員８千人、合計１万６千人のリストラを発表 

‐全世界５７ヶ所生産施設の中、５～６ヶ所の閉鎖を発表 

‐リストラと生産施設の統廃合、投資縮小で年間１千億円以上の費用を 

縮小 

2009 

‐液晶テレビ事業の間接部門での社員３０％を削減 

‐テレビ工場の統合および２千人の正社員のリストラ 

‐ソニーエリクソンの社員2千人の削減 

‐ソニーＥＭＣＳ傘下の液晶テレビ組立の愛知県の工場と 

プロジェクトや業務用モニター生産の宮市工場を統合 

‐米ペンシルベニア液晶テレビ工場の閉鎖や社員５６０人のリストラで 

アメリカでのソニーテレビ生産を中断 

‐フランス、ビデオテープ生産のダックス（ＤＡＸ）工場の閉鎖 

‐メキシコ、ＬＣＤテレビ工場の売却 
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2010 

‐中小型液晶の製造事業所をＫｙｏｓｅｒａへ売却 

‐スロバキア、テレビ工場の売却 

‐米国、アラバマテープ工場の閉鎖 

‐スペイン、バルセロナ工場の閉鎖 

‐ハンガリーＤＶＤレコーダー工場の閉鎖 

2011 

‐大震災による電力不足や破損でソニー１０ヶ所の工場と２ヶ所の 

研究所運営を中断 

‐タイ、洪水でソニー工場の閉鎖 

‐韓国サムスンとの液晶パネル合弁を解消 

2012 
‐ソニーＥＭＣＳ美濃加茂工場の閉鎖および社員２千人以上のリストラ 

‐国内外社員1万人を削減 

2014 

‐中国、スマートフォン事業部門の社員1千人を減員 

‐アメリカ、現地法人の社員1千人のリストラを発表 

‐国内外社員５千人のリストラを発表 

2015 
‐アジア・ヨーロッパ・アメリカ、スマートフォン事業部門の社員1千

人追加減員を発表 

参考：各種ニュース記事 

■ 人事制度 

 形式的な成果主義や年次を重視する昇進システムなど組織の人事制度に巡る問

題である。日本の企業は‘年次’という規制があり、成果主義と比べ、伝統的年

功序列に近い。しかし、ソニーは２０００年から課長レベル以上の管理職に対し

て既存の年功給料制を廃止し、実績に基づいた年俸制を実施し始めた。また、２

００４年以降、ソニーは一般の社員にも様々な項目に区分されていた既存の給料

システムを業務成果によって増減する‘基本給’制度を適用するようになった。
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これは、係長を含んだ７段階の職級別レベルを廃止し、３段階の等級を導入し、

該当レベルの中で上司の評価によって社内の地位が決定される方式である。19し

かし、年次によって給料や職位が決められる‘年功序列’や‘終身雇用’の制度

へ慣れていたソニーの社員に対して、急な変化をもたらした賃金制度や持続的な

リストラは不安を加重させた。これによって、ソニーの社員は積極的な意見をア

ピールすることに消極的になり、業務に対するモチベーションを保つことが難し

い勤務環境を招来した。過去、ソニーの独自性はソニーの社員の個性的性質によ

るところが大きかったからである。ソニーの社員にはニュースキャスターやミュ

ージシャン、トップモデル、スポーツ選手など様々なところで活動していた経歴

が多く、より画期的な企画やマーケティングを行うことが可能であった。しかし、

急激に変化した勤務環境で、個性溢れる社員数が減少したことで、ソニーのユニ

ークな製品も壊滅的な危機に瀕することになった。 

３－２ 需要条件 (Demand conditions) 

■ 消費パターン 

日本の消費者は伝統的に‘安かろう悪かろう’、つまり、安い製品は品質がよ

くないという認識を持っていた。このような消費心理は日本のモノづくりがより

強化される源泉になったし、製造業者は顧客第一満足のため、商品の細かいディ

                                           
19 イ・スンス「ソニー、成果主義賃金システムの本格導入」KOTRA、2013 
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テールにまで気を遣い、絶えなく悩みながら改善し続けてきた。しかし、‘失わ

れた２０年’と表現される１９９０年代から続いた日本の経済不況や２０１４年

に導入された消費税の引き上げは、日本国内の消費者の消費パターンを変化させ、

‘品質’よりも‘価格’に敏感になる結果を生み出した。過去、ソニーは国内だ

けでなく、海外市場でのマニアックな顧客の需要が強かった。しかし、ソニーは

ＰＣ事業にあって、普及用モデルを低価でもない価格で提供し、マニアックな消

費者のニーズを満足させるのに失敗すると同時に、グローバルマーケットでの価

格競争力でも遅れをとる事態になった。 

グラフ８. 低価格への需要の変化 

 

参考：（株）カカクコムＩＲ 
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世界の経済難による消費パターンの変化で低価格に対するニーズが強化された。

グローバルＰＣ業界は台湾や中国、アメリカなど低価のＰＣが普遍化されながら

水平分業化が深化され、ＶＡＩＯを脅威し、これを意識したソニーはＶＡＩＯな

らではの個性が失われたままの商品を半端な価格で持続的に産出していた。ＶＡ

ＩＯは高級・普及・低価など３つのパターンの機種で構成した‘ＶＡＩＯ復活プ

ロジェクト’という戦略を始めた。しかし、ＶＡＩＯは初期から高級なデザイン

や技術を搭載した機種が人気であったことで、ＶＡＩＯを購入する消費者の間で

はプレミアムクォリティーへのニーズが高かった。この‘ＶＡＩＯ復活プロジェ

クト’が失敗に終わったのは、３段階のラインアップの機能レベルがはっきりし

ていなかったためである。低価格であったものは機能が落ちると販売実績が悪化

すると予想し、必要以上に機能を充実にし、結局高級な機種にはいくつかの専門

的な機能が追加されただけであった。つまり、“普通のＰＣではないユニークな

製品”というコンセプトから“幅広く受け入れられやすい中庸な製品”というコ

ンセプトのシフト戦略20が失敗に終わり、２０１４年ソニーはＰＣ事業を廃止す

るまでに追い込まれた。 

次は、技術発達で新規需要の創出が続き、それによって製品の交替周期（Life

cycle）が短くなっている点である。アナログ家電の交替周期は５～１０年であ

ったのに比べ、デジタル時代には製品の複合化・多機能化・性能の向上などでこ

                                           
20 日刊ＳＰＡ、“VAIO復活”の兆しを閉ざした「トップ陣の判断」2014 
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れが３年程度に縮小された。また、日本国内だけでなく、アメリカや韓国、ヨー

ロッパでのアナログ放送システムがデジタル放送へ転換されるにあたり、デジタ

ルテレビや関連製品に対する需要が持続的に拡大され、ソニーが優勢を保ってい

たアナログ製品における需要はより減少する傾向になった。 

グラフ９．地上デジタルテレビ放送の放送受信機の世界保有率の推移 

 

参考：総務省 

 技術産業の特性により電子製品の交替周期は短くなっているが、これが製品自

体の寿命によって決定されるというよりは、新製品の登場で消費者の購入欲を刺

激したからである。特に電子製品の場合、デザインや新しい部品の開発で価格が

継続的に安くなるため、ソニーは品質に集中するよりはスピーディーな流れの変
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化に合わせることにフォーカスを与え、モノづくりの退色を引き起こしたのであ

る。 

３－３ 企業戦略と競争の環境 (Firm strategy and rivalry) 

■ 戦略とリーダーシップ 

ソニーのエレクトロニクス事業における戦略の問題は大賀会長の時代に導入さ

れた‘カンパニー制度’から始まる。‘カンパニー制度’とは、企業内の事業部

門を独立採算制で一つの会社のように位置付け運営するシステムを指す。つまり、

一つの会社の各部署が独立的に運営され、内部組織で研究開発や企画、損益など

マネジメントの全般に責任を負うシステムである。ソニーが‘カンパニー制度’

を導入した目的や施行当時の組織図は以下のようである。 

1）中核ビジネスの一層の強化と新規事業の育成 

2）市場対応型組織の導入による，マーケットの要請への製販一体となった対応 

3）事業責任の明確化と権限の委譲による，外部変化に迅速に対応できる組織の

構築 

4）階層の少ないシンプルな組織の構築 

5）企業家精神の高揚による21世紀に向けたマネジメントの育成 

参考：広報発表資料「経営機構の革新について」（94.01.21） 
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表７．‘カンパニー制度’当時のソニーの組織図 

 

参考： 西村茂「カンパニー制と取締役会改革 ―ソニーの組織戦略―」 

しかし、これは初期の予想とは逆に、各独立会社の短期的な実績のための不要

な競争を引き起こしたり、組織の規模を無駄に膨大させる結果を出してしまった。

その上に、投資した資本に対して一定の期間にどのような収益をあげたのかを把

握するＥＶＡ（経済付加価値）の導入は各部署の費用に対して細かい説明を要求

するようになった。その結果、技術研究中に投入された開発費用や開発中の技術、

または企画段階にある製品に対しても細かく問いただし始めた。また、利益だけ

を追求し、技術共有を憚るようになった各部署は、費用節減の面から、少なくと

もリスクの発生する可能性がある技術研究への投資は避けるようになった。 

このように、責任に対する負担が大きくなりつつ、過去、失敗に対するリスク

を恐れなかったモノづくりやチャレンジ精神が欠け始めたのである。 
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もう一つあげられる問題は‘事業の多角化による技術軽視’である。出井前会

長は就任以降、デジタル時代にはハードウェアの技術力だけでは差別化が難しく

なるという判断から、‛デジタルドリームキッツ(Digital Dream Kits)‘という

キャッチフレーズで、‘ＡＶとＩＴの融合’を宣言した。これはハードウェアだ

けでなく、ソフトウェア分野でも強い企業を目標にエンタテインメント事業に集

中的に投資しはじめ、アナログ時代のソニーの強みだったエレクトロニクス技術

を軽視するようになった。そしてこれらは大賀時代の米コロンビア映画とユニバ

ーサルスタジオの買収やソフトウェアでの失敗などから財務実績の悪化を招いた。 

当時、コンテンツ分野への投資によるハードウェア業界での素早い進化に対応

することに失敗したソニーは、資金の圧迫で研究開発に対する投資の縮小が避け

られなかったし、これは電子部門での技術力を弱化させる直截的な原因ともなっ

た。それに加えハワードの新事業への集中投資で、赤字改善のための技術者中心

のリストラや生産施設の統廃合など長期的な研究開発への投資縮小は、ソニーエ

レクトロニクス部門の危機に悪循環をもたらす戦略になってしまった。 

３－４ 関連・支援産業 (Related and supporting industries) 

■ 日本ソフト産業の特異性 

日本は伝統的に多岐にわたる分野で最先端の技術を有し、世界のトレンドをリ

ードする文化を持つにも関わらず、戦略的な活用には他の国に比べ遅れる傾向が
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ある。これは世界トップレベルの音楽や映像、ゲームなどソフト産業にも現れて

いる。 

ソニーは１９９０年代に‘ポータブルラジオ’、‘ウォークマン’、‘ＣＤ・

ＭＤプレーヤー’など携帯音響機器の市場でも消費者の購買心理を刺激する画期

的なデザインや優れた音質の製品で世界の音楽市場を先導してきた。当時の音楽

市場では、カセットテープ、ＣＤのようなフィジカルアルバムが主流であり、音

楽を消費するためには音響機器を購入するしかない環境であった。しかし、２０

００年代の中盤以降の音楽業界でのデジタル化は音楽の消費パターンを変化させ

た。フィジカルアルバムを別途に購入して音楽を鑑賞する方法から音源のダウン

ロードが可能になり、‘ＭＰ３プレーヤー’が発達するようになった。開発と同

時にＰＣがあればいつでも、どこでも鑑賞したい多様な音楽を所費できると同時

に、小型・軽量の便利さで、オンラインを中心とした音源サービスの発展が促進

された。 

その後、スマートフォンが大衆化され、音楽市場はまた大きく変化した。ダウ

ンロードをしなくても音楽アプリケーションを通じてより容易に音楽を鑑賞でき

る‘ストリーミング’の時代が到来したのである。ダウンロードとは違って、別

途のセーブが不要で、容量に制限があるスマートフォンに最適化されたシステム

で、多くの場合無制限プランで運用され、より安価で便利に音楽鑑賞が可能にな

ったのである。ＩＴ分野の調査企業‘ガートナー’によると、世界音楽市場での

ストリーミングの比重は２０１０年３億ドルから２０１４年には１７億ドルに推
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定される。 

このように、全世界的にオンライン音楽の販売が増加している流れに比べ、日

本の場合は独特な構造である。日本内音楽消費の８０％がＣＤなどのフィジカル

アルバムで行われ、オンラインダウンロードによる音楽所費は減少している傾向

である。２００９年に約９１０億円を記録ているが、２０１３年にはわずか４２

０億円の売上額にとどまっている。 

表８．２０１３年国別音楽売上トップ１０ 

順位 国名 
総売上 

（億ドル） 
フィジカル デジタル ライブ シンクロ権 

1 アメリカ 44,735 30％ 60％ 6％ 4％ 

2 日本 30,120 80％ 16％ 3％ 1％ 

3 ドイツ 13,651 73％ 21％ 6％ 1％ 

4 イギリス 13,035 44％ 44％ 10％ 2％ 

5 フランス 9,562 64％ 23％ 12％ 2％ 

6 オーストラリア 4,308 37％ 54％ 7％ 2％ 

7 カナダ 4,241 41％ 50％ 7％ 2％ 

8 イタリア 2,388 56％ 27％ 15％ 3％ 

9 ブラジル 2,279 54％ 34％ 12％ 1％ 

10 韓国 2,113 46％ 51％ 2％ 0％ 

参考：IFPI Recording Industry in Numbers 
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グラフ１０．日本国内ソフト市場の推移 

 

参考：レコード協会 

＊単位：１０億円 

その原因は他の国と比較し、ストリーミング利用率は 1％でしかないほどスト

リーミングの市場が構築していなく、音源ダウンロードの価格が高いことである。

ｉＴｕｎｅｓの国家別ダウンロード価格の見てみると、日本と世界音楽市場の１，

２位を戦うアメリカの曲別ダウンロード価格は２．５～３倍の差があり、韓国と

は最大５００倍の差が発生している。 
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グラフ１１．携帯電話で音楽を聴くときの音源取得方法 

 

参考： www.garbagenews.net 

＊単位：％ 

＊注：2013年 8 月基準で、携帯電話所有者限定 

グラフ１２．国家別一曲当たりダウンロード価格比較 

 

参考：ｉＴｕｎｅｓ 

＊注：韓国の場合、音源ダウンロードプランを購買する時の価格 

http://www.garbagenews.net/
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次は映像およびゲーム事業での変化である。映像の再生がテレビやＰＣでのみ

可能であった過去に比べ、ＹｏｕＴｕｂｅなどの動画再生アプリケーションや各

種のＳＮＳチャンネルの発達で、メディアの機能をスマートフォンやタブレット

ＰＣが代替するようになった。特に、スマートフォンの急速な普及は日本のゲー

ム市場にも大きな変化をもたらした。テレビとゲーム機の本体を連結して利用し

ていた家庭用ゲームとＰＣゲームは時間と場所の制約があった上、高度の映像出

力や音響技術も必要であった。しかし、現在のコンテンツ消費パターンの需要で

は、いつでも容易に利用できるような便利さと速さが調和している。アップルス

トアやグーグルプレイのようなマーケットでアプリケーションをダウンロードす

ることで、老若男女だれもが多様なジャンルのゲームを楽しめるようになった。

これによって、２０１３年日本のスマートフォンゲーム市場の規模は５，４６８

億円と前年比１７８％の成長をみせた。これは、日本全体のゲーム市場の約半分

のシェアを占め、家庭用ゲームソフト市場規模の２，５３７億円の約２倍の規模

を示す数値である。 
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グラフ１３．日本全体及びスマートフォンゲーム市場規模

 

参考：CyberZ/シードプラニング、2014 

＊単位：億円 

＊注：2013年数値の予測値 

以上のように、デジタル時代のソニーはソフト産業の各分野との連携を図りな

がら、コンテンツとデザインを創造するモノづくりを合わせた総合力を活用する

能力が不足であったといえる。 
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第五章 結論 

 アナログ時代のソニーは‘ウォークマン、ＣＤ、トリニトロンテレビ、プレ

イステーション’など音響・映像・ゲームなど各様々な文化産業のアイコンとし

てグローバル電子市場を掌握してきた。しかし、２０００年代以降、アナログ時

代からデジタル時代への変化と共に、ソニーは大きな危機に陥るようになる。過

去、業界をリードしてきた画期的な新製品は市場に登場せず、持続的な実績悪化

やネガティブなメディアの評価が続き、‘ソニー神話’は‘伝説’へと変質して

いる。 

ソニーは創立当時、‘自由’と‘活発’という経営理念のもと、ただ‘ソニー

のために’働くのでなく、‘本人の満足’あるいは‘社会発展のために’自発的

な創意革新を牽引してきた。ソニーは伝統的にエレクトロニクス業界内で、独立

的な創意による革新的な技術で成長を支えてきたし、今までもエレクトロニクス

は売上全体の約７０％以上を占めている。しかし、デジタル時代への到来により、

他社の早い新製品の開発技術や価格競争を余儀なくされ、業界でのトップのポジ

ションを失った。本論文では、このようなソニーのエレクトロニクス事業におけ

る危機を、伝統的にソニー成長の原動力であったモノづくりの退色という観点か

ら分析を試みた。また、ソニーのモノづくりが競争力を失うようになった原因を

マイケル・ポーターのダイアモンドモデルに基づいて説明した。まず、長期的な

成長や革新的な新製品の開発の源泉になる技術力や人材不足である。２０００年
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代以降から続いてきた赤字で短期実績の向上に集中し、研究開発への投資が縮小

されると同時に、持続的に行われた大規模なリストラはソニーのモノづくりの核

心であった社員のモチベーションを降下させた。その上、突然な人事制度への変

化が起こした成果主義は各社員の個性や創意を変質させ、ソニーのDNAを失わせ

る原因になった。 

二番目は、デジタル時代における消費パターンの変化や電子製品の交替周期の

変化など市場の需要に関する点である。経済難により、消費者は製品購入におい

て‘品質’より‘価格’に敏感になった。また、持続的な技術発展で新規需要の

創出が続き、製品交替のサイクルがますます縮小されている。これに対し、ソニ

ーは他社にくらべ品質に大きな差がないのに高価格に固執することで消費者のニ

ーズを満足させられず、早い製品の交替周期に合わせることに執着することで、

革新でない改善だけを続けることでながらモノづくりの退色を招来した。 

三番目は戦略及びリーダーシップの問題である。１９９０年の半ばに導入され

た‘カンパニー制度’は組織の規模が不要に膨大になり、競争を引き起こすこと

で社内でのコミュニケーションの断絶をもたらした。少なくともリスクある技術

研究は避けるようになり、失敗に対する不安から売れる製品だけを販売するよう

になってしまった。また、エンタテインメントや金融などへの事業の多角化に膨

大な資金を投入し、これは持続的な赤字の原因になり、また資金圧迫による研究

開発への投資が縮小されるなど悪循環が引き起こされた。 
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最後に、日本のソフト産業の独特さである。音源のダウンロードやストリーミ

ングなど音楽産業のデジタル化が全世界のトレンドになった一方、日本はいまだ

にフィジカルに対する需要が高く、デジタル音楽市場が構築されていない。それ

に、スマートフォンやタブレットＰＣの開発により映像やゲーム産業に起きた変

化に、ソニーの技術力とコンテンツをソフト産業の各分野と連結する総合力が不

足した。このような原因はソニーの成長を支えてきた‘モノづくりの退色’をも

たらし、それはまた、‘ソニーらしい’製品を生み出すことの限界を露呈したの

である。 

 

 

 

 

 

 

 



46 

参考文献 

＜書籍＞ 

김병욱 「삼성 vs 소니」 서울미디어, 2006 

다테이시 야스노리 「굿바이소니」 골든북미디어, 2012 

문휘창 「경영전략 묘수와 정수」 크레듀, 2006 

미야자키 타쿠마 「소니침몰」 B&S, 2007 

알 리스, 잭 트라우트 「마케팅 불변의 법칙」 비즈니스 맵, 2008 

장세진 「삼성과 소니」 살림Biz, 2013 

＜動向報告書・ リサーチ・ペーパー> 

Im Hoon 「The Change of Electronic Market Trend and the Management Strategy – Case 

Study for Sony-」 Master’s Thesis of Graduate School of Business,  

Hanyang University, 2005 

Yew, Albert Youngjin 「Analysis of Sony Corporation’s Operation Strategy」

Master’s Thesis of Graduate School of Business, Seoul Nationl University, 2010 

総務省 「ICTインフラの進展が国民のライフスタイルや社会環境等に及ぼした影

響と相互関係に関する調査」 2011 

西村茂 「カンパニー制と取締役会改革-ソニーの組織戦略一」 日本オペレーショ

ンズ・リサーチ学会、1997 

原田誠司 「ポーター・クラスター論について－産業集積の競争力と政策の視点

－」 長岡大学 研究論叢 第７号、2009 



47 

김도훈 「일본의 경제부활과 모노즈쿠리 중소기업」 한일산업기술협력재단  

일본기업연구센터 <아태연구 제14권 제2호>, 2007 

박용삼 「日 가전산업의 실패로부터 배우는 교훈」 POSRI 보고서, 2012 

신형원, 문지원 「외국인 CEO가 이끄는 소니의 미래」 삼성경제연구소, 2005 

이경숙 「가전산업의 기초분석」 산업연구원 성장동력산업실, 2005 

이승수 「소니, 성과주의 임금체계 본격 도입」 KOTRA동향보고서, 2003 

임양수 「소니는 왜 플랫폼화에 고전하는가?」 KT경제경영연구소, 2011 

<Website> 

http://av.watch.impress.co.jp/ 

http://diamond.jp/ 

www.garbagenews.co.jp 

http://gizmodo.com/ 

www.ifpi.org 

www.kocca.kr 

www.kotra.co.kr 

http://nikkan-spa.jp 

www.sony.co.jp 

www.zdnet.co.kr 

http://av.watch.impress.co.jp/
http://diamond.jp/
http://gizmodo.com/
http://www.ifpi.org/
http://www.kocca.kr/
http://nikkan-spa.jp/
http://www.sony.co.jp/
http://www.zdnet.co.kr/


48 

국문초록 

소니의 경영 부진과 그 원인  

– 전자 사업을 중심으로 

이보라 

 

서울대학교 국제대학원 

일본지역학 
 

'워크맨' 'CD Player' '트랜지스터 라디오' '플레이스테이션' 등 소니는 회사 

창립 이후, 고객에 감동을 주는 획기적인 디자인과 혁신적인 기술로 시대의 

아이콘으로 자리매김 해왔다. 특히, 소니는 ‘자유’와 ‘활발’이라는 경영 

이념 아래, 실패에 대한 리스크보다 개성을 최대한 발휘하여 ‘재미’와 ‘감

동’을 추구하는 제품을 창조해왔다.  

그러나, 2000년대 아날로그 시대에서 디지털 시대로의 변화와 함께 소니의 

위기가 시작된다. 고객의 마음을 사로 잡는 신제품은 더 이상 출시되지 않고 

있고, 지속적인 수익 적자를 기록하며 장기적 성장을 위한 연구개발 투자보다

는 단기적 실적 개선에만 집중하게 되어 악순환을 반복하는 상황에 놓여져 있

다. 동시에 소니는 과거 최고라고 인정받아 왔던 기술력의 측면에서도 한국의 

삼성과 LG에 밀리고, 가격 경쟁력에 있어서도 중국 등 신흥시장의 브랜드가 

우세를 차지하게 되며, 업계 내 포지션이 더욱 약화되는 결과를 낳게 된다.     
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과거 트렌드를 이끌어 오던 소니는 현재, 빠르게 변화하는 업계 트렌드 속

에서 혁신이 아닌 개선만 끊임없이 지속해 나가고 있다. 

이러한 위기의 원인 중 가장 큰 요인은 전통적으로 소니 성장의 중심이 되

어 전체 매출의 약 70%를 차지하는 전자 사업 부문의 ‘모노즈쿠리 (장인정

신)의 퇴색’이라고 할 수 있다. 콘텐츠의 중요성을 일찍 깨달은 소니는 

‘AV와 IT의 융합’이라는 캐치프레이즈를 걸고 음악, 영화, 게임 등 엔터테

인먼트 콘텐츠 사업에서부터 금융에 이르기까지 사업의 영역을 확장한다. 하

지만, 이후 소니는 콘텐츠 사업에 대한 무리한 투자로 인해 전자 사업에 있어 

기술 경시를 가져오게 되며 애초 기대해왔던 하드웨어와 소프트웨어의 시너지 

효과는 실패하게 된다.  

본 논문에서는 소니 전자 사업의 ‘모노즈쿠리의 퇴색’을 중심으로 마이클 

포터의 ‘다이아몬드 모델’을 통해 위기 요인에 대한 분석을 한다. 기술 개

발에 대한 투자 및 인력, 소비 행태의 변화, 리더쉽과 전략의 오류, 일본내 소

프트 콘텐츠 산업의 특이성을 통해 설명하고자 한다.   

  

 

키워드: 소니, 소니 전자사업, 모노즈쿠리, 다이아몬드모델 

학번: 2010-23939 
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