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あ ら ま し

フィーチャーフォンからスマートフォンへと急激なパラダイムシフトが起きている中，

富士通はいち早くスマートフォンへ軸足を移し2011年度にはNTTドコモ様・KDDI様合
わせて11機種を市場投入し，国内携帯端末シェアNo.1を実現した。2012年度は，獲得し
た国内ポジションを堅持するとともに，らくらくスマートフォンの投入を足がかりにグ

ローバル市場への本格参入を図る。

富士通スマートフォンの強みは，最先端プラットフォーム採用による業界No.1の基本
性能，世界トップクラスの無線技術，これまでに培ってきた「見やすさ」「聞きやすさ」「タッ

チの快適さ」などの独自技術，国内工場における卓越したものづくり力である。更に，ス

マートフォンの開発では，フィーチャーフォンと異なり，Android OSの採用などオープ
ン環境での開発が必須であり，新たな開発力強化の取組みも進めている。

本稿では，これらの富士通の強みを生かしたスマートフォン戦略と新たな市場開拓へ

の取組みについても紹介する。

Abstract

Amid a paradigm shift from feature phones to smartphones, Fujitsu acquired the 
top market share in Japan as a vendor of mobile phones with its quick deployment 
of 11 smartphones for NTT DOCOMO and KDDI in 2011.  While maintaining this 
strong domestic market position, Fujitsu is aiming to enter global markets in earnest 
with RakuRaku smartphones in 2012.  Fujitsu smartphones are founded on two of the 
company’s strengths.  The first one is technology such as the industry’s top performance 
in basic functions thanks to Fujitsu’s ability to give its phones the latest and fastest 
platform, leading radio technology, human perception technologies for good visibility 
of displays, good audibility of phone calls, and comfortable touch panel controls.  The 
other is the company’s excellence in manufacturing within factories that are located 
in Japan.  Furthermore, Fujitsu keeps improving its software development ability 
to use open-source technology which is necessary for smartphone platforms such as 
Android OS.  This paper introduces Fujitsu’s strategy for smartphones that utilizes 
these strengths and also its approach to developing new markets.  

● 髙田克美　　　

富士通のスマートフォン開発への取組み

Fujitsu’s Approaches to Developing Smartphones
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富士通のスマートフォン戦略

急激なスマートフォンシフトによるビジネス構
造の変化に対応し，今後更なる携帯端末ビジネス
の拡大を実現すべく3本柱のビジネス戦略を策定
した。
（1）国内ビジネスの盤石化
これまでのNTTドコモ/KDDI市場に加えソフト
バンク市場への参入を果たし，国内市場における
ポジションを盤石なものとしていく。
具体的には，ドコモ市場での，らくらくスマー
トフォンを含むフルラインナップの機種投入と他
キャリアへの積極的な製品提案によるボリューム
確保により国内シェアNo.1を堅持する。
（2）グローバル市場への本格参入
シニア市場をターゲットとして2012年度内にら
くらくスマートフォンでの参入を実現し，その後，
順次市場拡大を図っていく。
また，中長期的に市場拡大が期待できる法人市
場参入に向け，海外拠点との連携強化も並行して
進めていく。
（3）ユビキタスフロントとしての新市場開拓
端末単体のビジネスモデルに加え，ハードウェ
アとサービスをセットにした端末起点の新たなビ
ジネスモデル立上げを目指す。
そのために，ユビキタスフロントとして，ビジ
ネス領域の拡大に合わせ，様々な用途に対応する
端末を提供し，新たな市場開拓に取り組んでいく。

富士通のスマートフォン戦略ま　え　が　き

携帯端末ビジネスは，iPhone/iPad出現を契機
に，フィーチャーフォンからスマートフォン（タ
ブレットを含む）へ大きくパラダイムシフトが起
きており，国内携帯電話市場は，ワールドワイド
を凌ぐ勢いで急激にスマートフォンへシフトして
いる（図-1）。
スマートフォンは，コンシューマ向け製品とい
う位置付けだけではなくヒューマンセントリック・
インテリジェントソサエティを支えるユビキタス
フロントとしての役割も併せ持ち，フィーチャー
フォンとは異なる新たな製品群として市場拡大が
期待されている。
富士通もいち早くスマートフォン開発へ軸足を
移し，フィーチャーフォン同様に確固たるポジショ
ンを獲得すべく開発に取り組んできた。2011年度
は従来のNTTドコモ市場に加え，東芝との携帯ビ
ジネス統合により，KDDI市場への参入を実現，国
内メーカ最多となる11機種のスマートフォンを市
場投入し，フィーチャーフォンと合わせて国内トッ
プシェアを獲得した。
本稿では，国内シェア拡大を実現した富士通ス
マートフォンの特長を支える要素技術や開発効率
化への取組み，ものづくりとしての製造・生産革
新手法，更に，新たな市場開拓やユビキタスフロ
ントとしてのスマートフォンを活用したビジネス
の可能性について紹介する。

ま　え　が　き

図-1　携帯電話市場予測
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もに，NTTドコモ様のXiサービスにいち早く対
応したハイエンド機から，女性向け，薄型防水，
REGZA Phone，Disneyコラボスマホ，KDDI様向
けの高速WiMAX端末や世界初のWindows Phone 
7.5搭載端末など，多種多様なニーズに合わせたラ
インナップ展開を実現し，市場の評価を得ている
（図-3）。
（2）業界No.1の基本性能
最先端のプラットフォームをいち早く導入し，
富士通独自ハードウェアへ最適にカスタマイズす
ることにより，業界No.1性能を実現する。
ハードウェアプラットフォームとしては，国内

富士通スマートフォンの特長

（1）幅広い製品群
富士通のスマートフォンは，3階層アーキテク
チャを採用している。具体的には，「基盤技術」に
よる基本性能No.1，富士通独自の「ヒューマンセ
ントリック技術」による究極の使いやすさ，これ
らを全機種共通機能とし，その上に機種ごとの「新
しい価値」としてユーザ嗜好や利用シーンに合わ
せた特長を付け加えることで，多種多様なユーザ
ニーズに合わせた製品群を実現している（図-2）。

2011年度は，ARROWSブランドの立上げとと

富士通スマートフォンの特長

図-2　スマートフォンアーキテクチャ

図-3　2011年度スマートフォンラインナップ
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最速でマルチコアプロセッサ（2011年度：Dualコ
ア，2012年度：Quadコア）を採用し，業界No.1
のサクサク操作感を実現している。ソフトウェア
プラットフォームとしては，Android OSだけでな
く世界初となるWindows Phone 7.5も採用し，多
様なユーザニーズに対応している。
今後も，業界動向を敏感に捉え，その時代の
最先端プラットフォームの採用を追求していく
（図-4）。
（3）独自無線技術を軸とした製品展開
初代FOMA端末より継続して開発してきた世界
トップレベルの無線技術を結集した無線プラット
フォームを搭載している。ITmediaの調査例（1）では，
下り通信速度（都内3か所での測定値の平均値）で
ARROWS Z，ARROWS Xが業界1位，2位を独占
しており，その実力を評価されている。
今後は，次世代無線技術SDR（Software-Defi ned 

Radio）により，多種多様な無線方式への対応を
可能とし，国内のみならず海外展開も図っていく
（図-4）。
（4）究極の使いやすさ
フィーチャーフォンやらくらくホンで培ってき
た，「見やすさ」「聞きやすさ」「タッチの快適さ」
「安心・便利」などの独自技術により，他社とは異
なる究極の使いやすさを提供している。これら技

術をヒューマンセントリックエンジン（HCE）と
してLSI化し，スマートフォンへ搭載することで，
フィーチャーフォンやらくらくホンと同等以上の
使いやすさを実現した。
今後は，更なる省電力・高性能を追求するとと
もに，富士通独自UIの使い勝手を進化させ，「世
界一使いやすいスマートフォン」を追求していく
（図-5）。
また，富士通携帯の代名詞でもある防水機能の
全機種搭載や小型・薄型の追求もフィーチャーフォ
ン同様に継続して取り組んでいく。
（5）様々な利用シーンへの対応
東芝とのビジネス統合により搭載が可能となっ
たREGZAエンジンによる国内トップレベルの映像
表現やREGZA linkによる豊富な家電連携機能，更
には，赤外線・ワンセグ・おサイフケータイなど
フィーチャーフォンで必須であった日本仕様機能
（いわゆるガラケー機能）やカーナビ連携機能など，
お客様の様々な利用シーンに対応することで使い
勝手の向上を実現している。
今後も新たな利用シーンを想定した機能搭載を
継続して進めていく。

開発力強化への取組み

スマートフォン時代を迎え，グローバルベンダ

開発力強化への取組み

図-4　プラットフォームロードマップ
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からプラットフォーム開発や富士通向けカスタマ
イズまで一貫して共同開発を推進し，開発効率化
とプラットフォーム完成度向上を追求している
（図-6）。
（3）共通開発による開発効率化
多種多様なニーズに合わせたスマートフォンを
短期間でかつ安定した品質で開発するには，ハー
ドウェア/ソフトウェアの開発効率化が必須である。
そのために，ハードウェアはキャリアごとに異な
る無線部以外を共通とし，ソフトウェアはBSP 
driver，Linuxカーネル，Android部分からHCE機
能を包含している富士通独自アプリケーションソ
フトウェアまでを含めたGenericソフトウェアを全
機種共通とすることで，開発ボリューム抑制と品
質安定化を実現している。これら共通部の上にキャ
リア仕様のアプリケーションソフトウェアを実装
することで個別開発部分を最小化し開発効率化を
実現している（図-7）。

との競争が激化している。このようなビジネス環
境においては，世界で戦える開発力の強化が急務
である。
（1）ソフトウェア開発力の強化
フィーチャーフォン開発では，ソフトウェア
のほとんどの機能を自社開発するクローズ環境
であった。それに対し，スマートフォンでは，
Androidに代表されるオープンソースソフトウェ
ア（OSS）をベースとしたオープン環境へと変わっ
てきている。このような環境においては，ソフト
ウェア開発力が製品の競争力を左右する重要な要
素であり，富士通も総力を挙げて強化に取り組ん
でいる。
まず，即戦力となる社内外のAndroid技術者を結
集し2012年度出荷機種の開発を推進している。並
行して，そこから得られた技術ノウハウを共有・
展開し，中長期的なAndroid技術者の拡大を図って
いく。
（2）ハードウェア開発力の強化
ハードウェア開発においてもオープン化が進
んでおり，多数のグローバルチップベンダから
Android OSが動作するCPUを核としたハード
ウェアプラットフォームが供給されている。これ
らのプラットフォームを素早く・高性能で動作さ
せるためには，チップベンダ提供のBSP（Board 
Support Package）を富士通のスマートフォンに
最適にカスタマイズする必要がある。そのため
に，グローバル開発センターを軸としてチップベ
ンダとの連携を図ることにより，開発の初期段階

図-5　ヒューマンセントリックエンジンの概要

図-6　グローバル開発センターの活用
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強化を実現する。これにより，試験系の早期構築
と早期安定化を可能とし量産の垂直立上げを実現
する。
（4）製造/修理スタンダード化

DFMの結果をスタンダード化することで，製造
の自動化を推進するとともに，修理の効率化や手
番短縮を実現する。
以上四つの取組みを有機的に連携させるととも
に，ものづくりと製造システムの同期化によるマー
ケット所要変動への対応力強化を図り，これから
の製造・生産のあるべき姿としての富士通スタン
ダード製法を実現していく。

新たな市場開拓に向けて

富士通は総合ICTメーカであり，デバイスからソ
リューションまで含めたフルスタック戦略により，
「テクノロジーをベースとしたグローバルにインテ
グレートされたサービス企業」を目指している。
この戦略において，スマートフォンは，お客様
のユビキタスフロントとして位置付けられ，新た
な価値を提供し続けなければならない。
そのために，スマートフォンやタブレットに搭
載している富士通独自のHCEを活用して，クラウ
ド連携によるコンシューマ向けサービスや法人向
けサービスを開発することで，新たな市場を創造
していく。また，らくらくスマートフォンを活用
して，デジタルシニア（注）をターゲットとした，新
たなサービス提供にも取り組んでいく（図-9）。

新たな市場開拓に向けて

（注） PC・携帯・スマートフォンなどを自在に操り，インター
ネットをアクティブに使いこなしているシニア層のこと。

製造・生産革新への取組み

グローバルベンダとの競争を勝ち抜くには開
発力強化に加え，海外ODM（Original Design 
Manufacturing）ベンダに負けない製造・生産能
力が必要である。
そのために，国内製造拠点である，富士通モバ
イルフォンプロダクツ，富士通周辺機では，海
外ODMベンダを凌駕する効率化を実現すべく富
士通スタンダード製法の確立に取り組んでいる
（図-8）。
（1）試験手法革新
試験コマンドをAndroid OSと独立に動作させる
ことで，Android OS起動や製品のアプリケーショ
ン動作に影響を受けない試験系を構築する。これ
により，試験安定化と試験時間短縮を実現でき，
試験の直行率改善を可能とし生産能力向上を実現
する。
（2）自動化/ロボット化
組立作業でのロボット化だけではなく，試験
の自動化を実現する治具の開発，更には，DFM
（Design For Manufacturing）による自動化しやす
い設計手法への改革など，設計・製造一体となっ
て省人化を追求する。
（3）試作/評価強化
試験手法革新や自動化/ロボット化の取組みに
より自動化ラインを増強し，試作能力と評価能力

製造・生産革新への取組み

図-7　共通開発手法

図-8　富士通スタンダード製法
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む　　す　　び

本稿では，富士通のスマートフォン戦略を中心
に，その特長や開発効率化への取組み，製造・生
産革新手法，および新たな市場開拓について紹介
した。これからも，あらゆる可能性に挑戦し続け，
あらゆるお客様に喜んでいただける「世界一使い
やすいスマートフォン」を提供し続けていく所存
である。
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髙田克美（たかだ　かつみ）

執行役員
モバイルフォン事業本部 所属
現在，携帯端末ビジネス拡大に従事。
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