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世界の自動車用電装部品市場を調査
全体市場は２０１２年に、１４兆２,３３７億円(０６年比１８％増)に達すると推定
マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中
一志 03-3664-5841）は、エレクトロニクス化が進む自動車分野の電子部品を調査・分析し、その将来を予測した。
その結果を報告書
「車載電装デバイス＆コンポーネンツ Ｓｅｌｅｃｔ２００７ ＜下巻：電子部品材料市場編＞」
にまとめた。
自動車のエレクトロニクス化が進展し、
「安全」
「環境」
「情報」
「快適」
をテーマとした開発が積極的に行われて
いる。その中でも「環境」
「安全」に関しては、目の前にある規制や目標をクリアしていかねばならず、そのため
に各社熾烈な技術競争を繰り広げている。
このようなエレクトロニクス化によって高度化されてきた技術の採用動
向を追い将来動向を探れる様、上記４つの分野をテーマとしたシステムや機器を支える電子デバイス・半導体など
の部品を調査した。調査は全体で４６品目。半導体デバイス分野８品目、インパネ全面ＴＦＴ化を目指すディスプ
レイ分野６品目、
精度が向上し多様な機能を果たすセンサモジュール･センサ分野では１７品目、
受動部品７品目、
ワイヤーハーネスなどその他部品８品目を対象とした。
１．調査結果の概要
車載電装部品全体の市場推移(ワールドワイド)
分
野
２００６年実績
半導体デバイス
４兆 １９８億円
センサモジュール
６,３９８億円
センサ
１,９９６億円
受動部品
２,１５２億円
ディスプレイ
１,５４９億円
その他/有望電子部品
６兆８,４５６億円
合
計
１２兆 ７４８億円

前年比
１０５.２％
１１０.５％
１０８.８％
１０４.４％
１０５.０％
１１０.５％
１０８.４％

２０１２年予測
４兆７,０５６億円
１兆
６６億円
３,２４０億円
２,５１５億円
２,４９７億円
７兆６,９６３億円
１４兆２,３３７億円

０６年比
１６２.３％
１５７.３％
１１２.１％
１１６.９％
１６１.２％
２８６.４％
１１２.４％

日本自動車工業会によると、０７年の日本の四輪車総需要は５３８万台（前年比９３.８％）になると見込まれ
る。０８年には、米国経済の減速がある一方で、中国など新興国経済の堅調な推移により、引き続き輸出の伸びが
見込まれる。
しかし所得や雇用の回復が足踏みして個人消費は緩やかな伸びに留り、
四輪車総需要は５３２万台
（前
年比９８.８％）と予測される。
自動車用電装部品の調査対象市場は、０６年に１２兆円を超えた。２０１２年には１４兆２,３３７億円に達す
ると予測される。自動車の電子化が進み、半導体やセンサが大きく伸びている。
また、世界の市場を地域別に見ると、今後の車の生産台数予測が日本、ＥＵ、ＮＡＦＴＡにおいてはほぼ横ばい
であるのに対して、その他地域の市場は成長しており、台数増に加えて 1 台あたりの装着率も大きく伸びていくこ
とが考えられる。
主要分野についてみると、
＜半導体デバイス＞
センサモジュールの市場拡大と連動して、この分野の市場も拡大していく。ＥＣＵ(電子制御ユニット)の頭脳を
司る車載用マイコンのウェイトが高くなっている。また、電源ＩＣやパワーＭＯＳＦＥＴ(金属酸化膜半導体電界
効果型トランジスタ)、ドライバＩＣなども１２年に向けて年率５％程度で成長すると見られる。
ハイブリッド車に使用されるＩＧＢＴ(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ:複合素子)は０９年までは年率１
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０％以上で成長を続けることが予想される。
日本市場では、車の電子化が進み、ＥＣＵの数量が多くなるにつれて車載マイコンの市場規模も伸びていく。日
本は現在、ハイブリッド車の生産先行地域なので、ハイブリッド車で多量に使用するＩＧＢＴ市場が１２年には２
倍程度、９,６００万個に拡大すると予測される。
＜センサモジュール＞
全体的な自動車生産台数の拡大、電子化の進展などによってセンサモジュール市場は大きく拡大する。環境性能
や安全性能・快適機能を向上させるために細かいセンシングが行われるようになり、車 1 台当たりのセンサモジュ
ールの搭載数は増えていく。
ＥＵ市場では、特に環境対策に関わるセンサモジュールの金額と成長率が高くなっている。ディーゼルエンジン
が普及している地域なので、その排気ガス抑制の緻密な制御が欠かせない。
ＮＡＦＴＡ市場の米国ではＴＰＭＳ(タイヤ空気圧モニタリングシステム)の法規制によってＴＰＭＳセンサモ
ジュールの市場が０６年から０８年に向けて大幅に拡大している。また、横転防止のシステムの普及からヨーレイ
トセンサなどの安全系センサモジュールの市場規模が他地域と比べて比較的大きくなっている。
＜センサ＞
センサモジュールの市場拡大とともに、
この分野の市場も拡大していく。
０６年実績を金額ベースで見ると温度、
圧力を測定するセンサの需要が多い。ＮＡＦＴＡ市場では、横転防止システムでキーセンサとなる角速度センサの
採用が今後増えていくことが推定される。タイヤ空気圧システムの装着義務付けのほか、乗員体重検知センサや、
燃料タンクからのガソリン蒸発を防止するＦＶＰセンサなどの圧力センサなどの需要が増えていくことが想定さ
れる。
＜ディスプレイ＞
自動車へのディスプレイの搭載量は年々増えてきており、
自動車生産台数も増加していることからディスプレイ
市場は今後も拡大傾向にある。０６年のワールドワイド実績は１,５４９億円であった。金額シェアで最も多く占
めるのは、単価も高く数量も多いＴＦＴ液晶、７５９億円であった。現在主にカーナビやリアビューモニタ、ＲＳ
Ｅ（リアシート・エンタテインメント）に使用されているが、これらのアプリケーション市場も拡大傾向にあり、
現在競合品が存在しないことから、ＴＦＴ液晶の拡大が予測される。また、インパネ全面ＴＦＴ化も進められてお
り、０８年に一部車種で採用される見通しもある。実現されれば、一枚あたりの単価も上がり、さらに金額ベース
の市場拡大が見込まれる。
日本市場は、カーナビの生産・販売数が多いため、特にＴＦＴ液晶やタッチパネルの金額シェアが、他の地域に
比べ高くなっている。０６年は、ＴＦＴ液晶は４９２億円、タッチパネルは７１億円であった。ヘッドアップディ
スプレイは、コストが高く高級車中心の搭載に留まっているが、徐々に市場は拡大していくと見込まれる。
ＥＵ市場では、現在は、カーナビの搭載率があまり高くないことから、ＴＦＴ液晶とタッチパネルの市場は日本
と比べて小さいが、今後搭載が増えると予想されており、また、マルチファンクションディスプレイのＴＦＴ化が
進むことから、徐々に拡大していくと見込まれる。ヘッドアップディスプレイはＢＭＷなどで搭載されているが、
日本と同様に高級車中心の搭載に留まっている為、今後大衆車への搭載が期待される。
ＮＡＦＴＡ市場では、０７年以降、ＴＦＴ液晶の拡大が著しい。北米市場で後方確認支援のリアビューカメラの
搭載が積極的に進められてＴＦＴ液晶の採用が増えてきていることが影響している。
ヘッドアップディスプレイは、日本やＥＵと同様に高級車の搭載に留まっているため、今後、大衆車への搭載が
注目されている。その他の地域市場では、ヘッドアップディスプレイが０６年時点では採用されている車種はない
が、先進国の大衆車に搭載が進むにつれて、新興地域における高級車への搭載が進んでくると予想される。
＜その他・有望電子部品＞
ワイヤーハーネス、小型モータ、プリント配線板の３部品で金額ベース９７％を占めている。これらは電装化に
欠かせない製品でかつ車１台当たりのボリュームが高いためである。その他、ＰＯＦ(プラスチック光ファイバ)
や Bluetooth(近距離無線通信)モジュールなどが高い成長率を示している。
ＥＵ市場では、運転中に携帯電話を手で使用することに罰則規定を世界に先駆けて設けていることから、
Bluetooth はハンズフリー向けとして既にメジャーな機能であり、欧州市場向けの車載端末について搭載必須部品
となっていく。

本件に関するお問合せ：広報部 （Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：koho@fuji-keizai.co.jp）
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２．注目される市場
●ＯＬＥＤ（有機ＥＬ）
２００６年実績 ２３８万台、４９億円

２０１２年予測 ３４１万台、６４億円（０６年比１３０.６％）

有機ＥＬは、有機半導体材料への通電による「自発光現象」を応用したディスプレイである。自発光であるため
に、薄型、軽量の見やすいディスプレイの生産を可能にする。カーオーディオがメインであり一部計器類にも採用
されている。
カーオーディオ販売トップのパイオニアにほぼ全量供給している東北パイオニアの０６年シェアは数
量ベースで９１％、金額ベースで８７％であった。
現在の車載用はモノカラー製品が中心であるが、今後は各メーカーともにカラー化を目指して開発が進むもの
と思われる。車載純正品でのフルカラー有機ＥＬの採用は０９年頃から始まると予想される。この市場は今後も順
調に増加していくと見られ、０８年に計器類への普及が本格化すれば、急激に拡大の可能性がある。
●レーダーセンサ（ミリ波/レーザー）
２００６年実績 １５万個、９９億円

２０１２年予測 ３６万個、１２６億円（０６年比１２７.３％）

レーダーセンサは、電波や光によって障害物を検知して衝突時の衝撃を低減する「プリクラッシュセーフティ」
や先行車と距離を一定に保つ「先行車追従」
（車間距離制御システム）などに使用される。ミリ波レーダーは、ミ
リ波を照射して対象物からの反射波を受信し、対象物との距離や速度を測定するものである。
ミリ波レーダーＡＣＣ（アダプティブクルーズコントロール）は、高級車の一部で標準装着の例があるものの、
オプション設定がほとんどである。数十万円程度と高額であるなどの理由で装着率は伸びず、０６年はワールドワ
イドで１５万台程度に留まっている。また、ＥＵ市場では１３年以降、７９ＧＨｚ帯のミリ波レーダーに移行する
方向を示しており、大きな動きは２０１３年以降と見られる。
レーザーレーダーＡＣＣは、日系メーカー中心に展開している。ミリ波レーダーよりも装着率は高いが、設定車
種の拡大は限定的である。ミリ波レーダーより５０％程度安価で０６年から北米での採用が活性化しており、０９
年頃までレーザーレーダーによるＡＣＣ市場が拡大していくと見られる。

ＥＵ市場では、大衆車や小型車への搭載を目的としたレーザーレーダーシステムの搭載が進められており、０８
年ごろから本格化していくと予想される。しかしこの製品は、コスト高のため依然としてユーザーから受け入れにく
い状態が続いており、コスト安が市場拡大の鍵となっている。安いレーザーレーダーを採用するか、性能が優れた
ミリ波レーダーを採用するかは自動車メーカーの意向によるところが大きい。
●角速度センサ（ＷＷ）
２００６年実績 ２,４５０万個、２６０億円
２０１２年予測 ５,６４５万個、４６１億円（０６年比１７７.３％）
角速度センサ (ジャイロセンサ)は、物体の回転角度または回転角加速度を検知することで、車体の振れや傾き
を捉える。主要用途は、ＥＳＣ(車体制御)用、カーナビ用、エアバックのロールオーバー(横転検出)用、パーキン
グアシスト用、車線逸脱警報用などである。カーナビや車両姿勢制御向けが今後も安定した成長を期待できる他、
市場が急速に拡大しているＰＮＤへの採用が広まれば角速度センサ市場も更に拡大していくものと予測される。
こ
のセンサは加速度センサ同様、車体制御システムの重要部品である。
車両姿勢制御は道路環境事情を背景として欧州で普及しているが、
アメリカでは１２年までに装着義務化するこ
とになり、日本市場及びその他の市場への波及も期待されている。
●ワイヤーハーネス
２００６年実績 ２億２,２７５万ｋｍ、３兆８,２１４億円
２０１２年予測 ２億６,７５０万ｋｍ、３兆９,９２５億円（０６年比１０４.５％）
車載用電子/電装部品を電気接続させる導線及びコネクタなどの周辺部品をアセンブルしたユニットであり、コ
ネクタ/ジョイント/ジャンクションブロック/ヒューズなどの保護装置のほか、テープ/コルゲートチューブ/クラ
ンプといった外装品によって構成される。配線接続は、車両軽量化や部品点数削減、配線の省スペース化要求への
対応から現在では車両 1 台当たりで２,０００本のケーブルを使用するケースも登場している。ここ数年は、コス
ト競争力や海外自動車メーカーへの現地供給が活発化してきており、
現地自動車メーカー以外の営業展開も積極的
に行なわれ、アジア（中国）や欧州/ロシアなどグローバルな生産拠点展開や販売提携が目立っている。
０６年のワイヤーハーネスの世界市場は、２億２,７７５万ｋｍ、３兆８,２１４億円となった。中国やタイなど
アジア地域での需要の伸びが著しく、他地域が数量ベースで微減から微増推移に対し、同地域は１０％前後の伸び
で推移している。メーカーシェアはワールドワイドで矢崎総業が強く、０６年実績（数量ベース）で２８.６％の
本件に関するお問合せ：広報部 （Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：koho@fuji-keizai.co.jp）
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シェアを獲得している。
車両制御の高度化などに伴い、車載電装品の増加傾向は今後も続くと見られる。従って車載電装品同士を接続す
るこの製品も、ワールドワイドで当面、市場拡大が続くと予測される。

近年、原材料コストが不安定な状況が続いているため、各メーカーとも需要の旺盛な地域における製造拠点の
整備を進めるなど、効率的な製品供給体制の構築が図られていくと見られる。製品面では、生産効率をさらに追求
する上でのモジュール化がポイントとなる。環境対応車両として世界的にニーズが高まってきているハイブリッド車
や、今後の開発が待たれる燃料電池車の開発に合わせて、高圧対応ワイヤーである４２Ｖは勿論のこと１００〜２０
０Ｖレンジの大型車対応製品の開発や、ハロゲン被覆材のＰＶＣへの代替材料の開発・取組みも見られる。
以上

＜調査対象＞
ディスプレイ
(６品目)
センサモジュール
(１１品目)

センサ

(６品目)

半導体デバイス（８品目）
受動部品

(６品目)

その他･有望電子部品
(8 品目)

ＬＣＤ、ＶＦＤ、ＯＬＥＤ(有機ＥＬ)、無機ＥＬ、タッチパネル、ヘッドアップ
ディスプレイ
排気温センサ、流量センサ（ＭＡＦ、ＭＡＰ）
、ガス濃度センサ(酸素/ＡＦ/水素)、
ノックセンサ、車載カメラ（ＣＣＤ／ＣＭＯＳ／赤外線）
、レーダーセンサ(ミリ
波/レーダー)、ヨーレイトセンサ、車輪速センサ、ＴＰＭＳセンサモジュール、
操舵角センサ、車高センサ、
ＣＣＤ／ＣＭＯＳイメージセンサ、圧力センサ、磁気センサ、角速度センサ、
加速度センサ、サーミスタ温度センサ
車載用マイコン、電源ＩＣ、車載用ドライバＩＣ、パワーＭＯＳＦＥＴ、
ＩＧＢＴ、ＥＥＰＲＯＭ、ＳｉＣ、ＬＥＤ
アルミ電解コンデンサ、タンタル電解コンデンサ、積層セラミックコンデンサ、
フィルムコンデンサ、チップ抵抗器、チップインダクタ、水晶振動子
プリント配線板、小型モータ、車載リレー、ワイヤーハーネス、ＰＯＦ、
ＧＰＳモジュール、Bluetooth モジュール、デジタルＴＶチューナー
モジュール

＜調査期間＞ ２００７年９月〜１１月
＜調査方法＞
（株）富士キメラ総研専門調査員による調査対象・関連企業に対してのヒアリング取材及び（株）富士キメラ総研
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