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ワールドワイド電子部品材料市場調査をまとめる
•
•

•

•

２００８年の伸長率が２００％以上(２００３年見込み比)と予測される超有望部品材料は３９品目
２００８年成長率予測ベスト６
①フラーレン ②カーボンナノチューブ ③光トランシーバ(10Gbps) ④有機ＥＬディスプレイ
⑤エンベデッド回路基板 ⑥デジタルＴＶ用チューナモジュール
２００８年市場規模予測ビッグ６
①大型ＬＣＤ ②カーボンナノチューブ ③フラッシュメモリ(ＮＯＲ) ④中小型ＬＣＤ ⑤カ
ラ−ＰＤＰ ⑥多層プリント配線板
これから市場を開くその他の有望電子部品は、電子ペーパー、大型リチウムイオン電池、青紫色半導体
レーザなど。

総合マーケティングビジネスの㈱富士キメラ総研(東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 表 良吉
03‑3664‑5841)は、２００３年１１月から２００４年１月にかけて、注目される１０分野の電子部品･材料に
ついてその市場動向、将来性などを調査した。その結果を調査報告書「２００４有望電子部品材料調査総覧
(上･下巻)」にまとめた。
この調査は１９９５年に開始し､毎年定期的に最新の技術に基づく１００品目以上の電子部品・材料を取り
上げ、その日本､欧米､アジア他の市場動向を継続して調査・分析してきた。２００４年版は第１０回目の調
査報告である｡
調査全体のまとめ
調査対象１０９品目中、２００８年の伸長率が２００３年見込み比２００％以上と予測される極めて有望
な部品材料は３９品目となった｡
２００８年の予測市場規模は、フラットパネル関連のＬＣＤ（大･中･小型合計）が７.７兆円､カラーＰＤ
Ｐが１.５兆円､半導体関連材料のカーボンナノチューブが２.５兆円になる。
２００３年から２００８年の成長率は､夢の材料と言われるフラーレンが１０,７１４％、カーボンナノチ
ューブが６,２５０％､光関連部材の光トランシーバ
（10Gbps）
が３,１５４％の成長を遂げると見る｡今回は、
２００３年の調査に比べ､おもにＬＣＤやＰＤＰなどのフラットパネル関連、
電池関連､携帯電話用､それにデ
ジタルＴＶ用部材を上方修正した｡フラットパネル関連では、
前年と比べ大型ＬＣＤやそれに関連する偏光板、
蛍光管などの部品の需要見通しを高めた。これは将来的にＰＣやＴＶの需要が更に高まることが現状の市場
動向や技術動向から見て取れるためである。また電池関連では、リチウムイオン電池やニッケル水素電池の
正負極材料の大型電池向け需要拡大が期待できるため前年よりも予測値を高めた。
通信関連部品、電池・関連部品、フラットパネル・関連部品それに実装関連部品、半導体・関連部品の一
部は携帯電話市場の急拡大が影響して市場が伸びている。
また、２００３年は自動車関連やデジタルカメラ、ＤＶＤなどのＡＶ機器向け部品材料が大きく伸びたの
も特徴である。
●最も注目の部品市場 − 大型ＬＣＤ
この電子部品材料はフラットパネル関連分野で２００３年見込みでも、２００８年の予測市場でも、もっ
とも大きな販売金額(ワールドワイド)規模である。
1. 製品概要 大型ＬＣＤとは、対角１０.４インチ以上の液晶パネルである。２００３年の用途別需要見込
みは液晶モニタ（53.0％）
、ノートＰＣ（39.2％）
、ＴＶ（4.4％）
、その他であり、中小型は、７０％以
上が携帯電話用。
（数量ベース）
2. 市場概要 最新の生産ラインは基板サイズが大型化し生産能力が大きくなった。新ラインの稼動時期や
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4.

5.
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7.

歩留まりが全体の需給バランスに影響を及ぼすまでになっている。ワールドワイドのパネル価格は、２
００２年の第２四半期から２００３年の第１四半期まで下降、その後上昇に転じている。韓国、台湾の
生産ラインの供給が予定を下回り、米国ＰＣ需要が好調に推移したためである。２００４年の前半にか
けて需給は緩和すると予測される。
市場規模推移(２００１年の実績から２００８年までの国内、海外、ワールドワイドの販売数量と金額を
まとめた)
国内販売数量 ０３年見込み 1,151 万枚、０８年予測 1,692 万枚(対 03 年見込み比 147％)
国内販売金額 ０３年見込み 3,929 億円、０８年予測 4,970 億円(対 03 年見込み比 126％)
海外販売数量 ０３年見込み 7,987 万枚、０８年予測 2 億 1,043 万枚(対 03 年見込み比 263％)
海外販売金額 ０３年見込み 2 兆 4,136 億円、０８年予測 5 兆 5,147 億円(対 03 年見込み比 228％)
ワールドワイド販売数量 ０３年見込み 9,138 万枚、
０８年予測 2 億 2,735 万枚(対 03 年見込み比 249％)
ワールドワイド販売金額 ０３年見込み 2 兆 8,065 億円、０８年予測 6 兆 117 億円(対 03 年見込み比
214％)
メーカーシェアは０３年にはＳＥＣ(サムソン・韓国)、ＬＧＰ（ＬＧ、Ｐｈｉｌｉｐｓ合弁・韓国）Ａ
ＵＯ(台湾)の３強で５１.２％へと上昇した。次世代ラインの日系メーカー設備投資はシャープ 1 社で、
韓国、台湾企業の独占が続くと見る。
海外動向 生産は韓国、台湾が中心で、０３年、日本の生産は２３.３％(見込み)まで低下。中国での生
産は今後とも急増するとは見られないが、応用製品の液晶モニタ、ノートＰＣとも中国での生産が上昇
しているために、販売は中国を中心に東アジア(85％)に偏重している。
技術動向 大型ＴＶ向けに４０インチパネルが発表され各社５５インチ指向、ＩＰＳ方式とＶＡ方式の
広視野角パネルの品質はいずれもＴＶメーカーの画像処理回路に左右されるレベルに達している。
将来動向 ＴＶ需要の急拡大や、ＰＣ向け需要の安定成長から数量ベースでの成長は確実である｡新世代
用ラインの設備投資は２,０００億円以上が必要となり、1 企業では難しくパネルメーカー間や完成品メ
ーカーとの提携､合弁が進むと予測される｡（サムソン､ソニーの例）

＜分野別のポイント＞
１０分野について注目部品を中心にまとめると、
1. 通信関連部品
積層セラミックコンデンサ(２００８年予測６,７００億円対２００３年見込み比１３３％)は､落ち込ん
だ携帯電話市場の影響から２００２年以降順調に回復している。用途は小型ＡＶから､情報機器､通信機器な
どに拡大し米国､欧州地域で需要を伸ばしている｡今後は､携帯電話､自動車などの高速･多機能化が進むセッ
ト機器の需要拡大に比例して市場の拡大が望める。
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール(２００８年予測５,５１１億円対２００３年見込み比５７７％)は２００
２年、欧州での携帯電話の需要により市場が急拡大した｡今後、ＣＤＭＡ方式の携帯電話にも搭載される見通
しであり､さらに車載需要の拡大もあり北米､日本での販売量が増加する傾向にある｡
2. 電池・関連部品
リチウムイオン電池(２００８年予測４,３００億円対２００３年見込み比１１６％)はこれまでニッケル
水素電池を使用していた欧州･アジア市場がここ２年で一気にリチウムイオン電池にシフトした。
そのために
２００３年も９,２００万個と市場が対前年３２％拡大すると見込まれる｡２００４年には携帯電話のリチウ
ムイオン電池の比率がほぼ１００％に達すると見られる｡その後もＡＶ機器の需要拡大もあり市場は拡大す
るであろう｡
太陽電池は２００８年２,５３６億円の市場が予測される｡特に欧米では、政府による助成金政策により需
要が拡大している｡
3. フラットパネル・関連部品
大型ＬＣＤ(２００８年予測６兆１１７億円対２００３年見込み比２１４％)は２００３年にはモニタ用
の比率が５０％を超えた｡脱ＰＣとしてＴＶや業務用大型パネル需要が期待されている｡新世代生産ラインへ
の設備投資は２,０００億円以上が必要となり、
１企業での投資が困難なためパネルメーカー間あるいは完成
品メーカーとの提携、合弁が進む｡
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カラーＰＤＰ(２００８年予測１兆５,０９０億円対２００３年見込み比５８５％)は生産は国内であるが､
需要は５５％を占める海外需要中心に動いている｡今後は民生用途に支えられて成長し２００８年度には９
０％まで民生用が増加し高成長が期待できる｡
4. 自動車部品
車載用カメラモジュール(２００８年予測３７２億円対２００３年見込み比６４６％) 車両の視界確保
以外に白線検知や乗員認識などの画像処理センサとしても使用される｡今後安全性の面から､着実に搭載が進
むものと考えられる｡
自動車用角速度センサ(２００８年予測１,２３０億円対２００３年見込み比１９８％) カーナビや車体
制御センサの普及拡大が追い風となりこの市場は年率１０％強の成長を維持する見通しである｡
5. デジタルカメラ用部品
携帯電話用カメラモジュール(２００８年予測３,７２０億円対２００３年見込み比２３９％) この市場
は２００３年に急激に拡大した｡生産販売ともに現在は日本が中心だが､販売地域は欧州､アジアのウェイト
が高まると予測される｡また､実績の少ない北米でも普及が進むと考えられる。
6. 実装関連部品分野
多層プリント配線板はＰＣおよび周辺機器用として１兆４,４７０億円の市場規模(２００３年見込み)、
２００１年に比べ３％増となった｡近年､中国､台湾メーカーが市場を席巻し始め､価格競争の時代に入った感
がある｡今後は､金額ベースでの伸びは期待できない｡その他､携帯電話向けビルトアップ基板が市場を伸ばす
と見られる｡
7. 半導体関連材料分野
フラッシュメモリ(ＮＯＲ)は２００３年現在携帯電話用に最適なメモリとして主流となっており､今後さ
らに地上波デジタルＴＶ用チューナなどのデジタル家電の需要が加わる｡２００８年には１兆９,２００億円
(対２００３年見込み比２６０％)規模に拡大すると予測する｡
この分野では､カーボンナノチューブが２００２年に上市し昨年量産体制を整えており、今後さまざまな
分野で産業を一変させる夢の材料として注目される｡２００８年予測では２兆５,０００億円市場に成長する｡
（対２００３年見込み比６,２５０％）｡
8. 光関連部品材料
光通信用材料の石英ファイバは､北米･欧州の需要半減で０1、０３年と市場は下落傾向だったが､今後はア
ジア特に中国市場の伸びにより､順調に推移する｡２００８年は９,５００億円(対２００３年見込み比１４
６％)
9. 放送･次世代ＴＶ関連部品
地上波デジタルＴＶ用チューナモジュール(２００８年予測７００億円対２００３年見込み比３１８％)
はアメリカが２００４年１月以降１６インチ以上すべてのＴＶに内蔵を義務付けるため､また､２００４年の
アテネ五輪､２００６年ワールドカップ､２００８年北京オリンピックなどでそれぞれの市場の拡大が期待さ
れる。
ＭＰＥＧデコーダ関連ＩＣ（２００８年予測４８０億円対２００３年見込み比１３９％）もデジタル放送
用として同じような経過をたどって成長する｡
10. ストレージ関連部品材料･その他
光ピックアップ(２００８年予測７,２６０億円対２００３年見込み比１１１％)は、ＤＶＤレコーダやプ
レーヤの市場伸長を背景に市場が拡大している｡今後とも微増で成長する｡
ハードディスク用磁気（ＧＭＲ）ヘッド(２００８年予測５，６１０億円対２００３年見込み比１１０％)
２００４以降は大容量ニーズのノンＰＣ向けハードディスクが拡大する見込みである｡
調査の背景
２００３年のエレクトロニクス業界はセット製品が良く売れた。携帯電話、デジタルスチルカメラ、プロ
ジェクタ、ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤレコーダなどは２桁増となり、ＰＣも１０％近く伸びた。ＴＶ全体では
数％の伸びに留まったがフラットパネルタイプは生産ベースで３倍増に迫る勢いである。
日本では、携帯電話用カメラはメガピクセル製品が発売され完全に市場に受け入れられた。また、デジタ
ルスチルカメラも２００万画素以下の製品の売り上げは落ちたが、３００万画素の製品の売り上げは急上昇
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している。地上波デジタル放送のサービスが開始され、デジタルＴＶの売り上げが活発化している。また、
ＦＴＴＨサービスも本格化し加入者も１００万人間近（８９４千人／２００３年１２月末 総務省発表）と
なった。
電子部品材料市場は、好調な上記アプリケーション市場に牽引され、通信関連、電池、フラットパネル、
デジタルカメラ、ストレージなどの各分野向けの部品材料が、一部では部品代替などにより低迷しているも
のの、全体的に好調に推移している。しばらく低迷が続いていた光通信関連部品材料も、上記のＦＴＴＨだ
けでなく北米のＷＤＭ（波長分割多重方式）でも市場回復の兆しが表れ、長距離系通信用デバイスも動き出
した。また、最近は自動車向けに大型２次電池や各種センサなどの電子部品が搭載されるようになり、将来
的に大きな市場が期待される。
＜調査方法＞富士キメラ総研の専門調査員によるヒアリングおよび関連情報の収集･分析による｡
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