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世界の自動車用電装システム・機器・電子部品市場を調査
―２０２０年予測―
●アイドリングストップシステム １,７０８万台、２,０８２億円（１０年比４.５倍）海外の長期成長で
●車載カメラ応用システム ３,２４３万セット、２,３０２億円（１０年比３.８倍）バックモニタ法制化で
●エアバッグシステム ９,７６９万台、２兆１,５６３億円（１０年比１.８倍）新興国も装着義務化の方向で
マーケティング＆コンサルテーションの (株）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
03-3664-5839）は、急展開するカーエレクトロニクスの現状を調査し、２０年までの世界の自動車用電装システム
や機器市場と技術動向について分析した。今回は既存車分野の調査を報告書「車載電装デバイス＆コンポーネンツ
Select２０１１＜上巻：アプリケーション・電子部品徹底分析編＞」にまとめた。
調査は、エレクトロニクス機器、電子制御システム、センサモジュール/センサ、半導体デバイス/受動部品、そ
の他 （ディスプレイ、車載基板、ワイヤーハーネス、車載リレー、小型モータなど）の５分野の注目４９品目を
対象とした。
＜注目市場＞
●アイドリングストップシステム
１０年見込 ２１５万台、４６０億円 ２０年予測 １,７０８万台、２,０８２億円（１０年比 4.5 倍）
アイドリングストップシステムは、信号待ちなどの停車時にエンジンを自動停止/再始動する機構である。環境
保護意識の高まりと燃料価格の上昇を背景に、自動車の低エミッション、省燃費化に貢献するこのシステムは欧州
を中心に急成長している。欧州は、マニュアルトランスミッション（ＭＴ）搭載率が高くしかも厳格な排気ガス規
制があることから、比較的ローコストでＭＴ車への装備が容易なこのシステムには最適な市場である。
海外市場では中長期的にも大きく伸びると注目されている。オートマチックトランスミッション（ＡＴ）車へも
搭載が進む中、北米向けやエネルギー需給が逼迫している新興国向けも拡大すると期待される。日本国内ではＨＶ
の比率が際立って高く、このシステムのみの搭載は限定的と見られる。マツダやトヨタ自動車、いすゞ自動車が搭
載している。マツダはＡＴ車への搭載を進めており、最多量販車種アクセラ などに採用して欧州の販売量を拡大
している。新興諸国は、エネルギー需給逼迫、燃料価格上昇の他、輸出向けの生産拠点としての役割もあり、右肩
上がりの市場と予測される。
１０年見込で欧州の搭載率が１０％と抜きん出ている。ＮＡＦＴＡでは企業平均燃費(ＣＡＦＥ）基準の策定に
よって、２０年に向けた燃費向上対策の一つとして今後の急成長が予測される。
このシステムは、近年急速に機能や使い勝手が向上している。課題となる充電系や補機類を電動化して、搭載車
両を拡大しており、２０年にはエンジン車には標準搭載されるほど普及する可能性もある。
●車載カメラ応用システム
１０年見込 ５５０万台、６０５億円 ２０年予測 ３,２４３万台、２,３０２億円 （１０年比 3.8 倍）
クルマの視覚確保用と、
車線や障害物など画像認識用を対象とする。
バックモニタシステムが最も普及しており、
複数の画像を合成して俯瞰映像を映し出し運転を支援するシステムも製品化されている。
車載カメラ応用システム
はナビゲーションシステムや、オーディオヘッドユニットに組み込む。ハイエンド車向けには車線検知や対向車の
ヘッドランプ検知用システムが搭載される。さらに車線維持支援システムや、速度自動制御機能付きクルーズコン
トロールなどが開発されている。
バックモニタ市場は日本で形成された。ナビゲーションシステムが普及しており、そのモニタを共用出来た事が
背景にある。日本の市場は既にほぼ飽和しており、今後欧米市場が拡大していく。欧米では１１年〜１５年にかけ
て義務化が予定されており、１１〜１３年前後に日本国内市場を上回ると予測する。欧州では、センシング用の高
価格カメラシステムが牽引役のため、金額ベース市場が数量ベースを上回る。北米はまずモニタリング用途が立ち
上がる。中国では、モニタリング用途を中心に安価なカメラモジュールとモニタ（ナビゲーション含む）が増えて
おり、自動車市場の急成長で右肩上がりの推移が予測される。
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●エアバッグシステム
１０年見込４,７６７万台、１兆２,０８５億円 ２０年予測９,７６９万台、２兆１,５６３億円（１０年比1.8倍）
乗員用は運転席・助手席のフロントエアバッグだけでなく、サイドエアバッグ、ニーエアバッグ、サイド・カー
テン・エアバッグ更に後席用エアバッグなどと多様化し、歩行者保護用としてフロントバンパー・エアバッグの搭
載も始まっている。
安全性向上機能として、日本はもとより欧米市場でも搭載率は１００％に近い。中国やその他の新興国において
も搭載率が向上している。ブラジルでは１４年に装着義務化が決まった。２０年までを予測すると、日米欧など先
進国では、装備箇所の増加が見込まれ、ＢＲＩＣｓや新興国の装着率は、義務化の方向で１００％に近づく。
エアバッグＥＣＵのシェアトップは、Boschとなる見込みである。国内ではデンソーのシェアが高い。衝突感知
のセンサは今後も加速度センサが採用されていくと考えられるが、
側面衝突の検知に圧力センサを採用する動きや、
エアバッグの作動を乗員の姿勢次第でコントロールする圧力センサや車載カメラなども採用されていく。
＜調査結果の概要＞
世界の自動車（乗用車、トラック、バス）生産は、日本自動車工業会によると０９年も前年より１０％以上減
少して６,１００万台まで落ち込んだ。富士キメラ総研では１５年に９,２３２万台、そして２０年には１億６００
万台（ ０９年比１７６.８％）と生産の拡大を予測する。ＢＲＩＣｓ市場の需要が０９年比で２倍強拡大して牽引
する。
世界の主要市場では、ＨＶやＥＶなど環境対策車の開発に加えて、燃費改善・エコカー開発への取り組みが一
層高まっている。欧州では、出力レベルを下げず、ひと回り小さくするダウンサイジングエンジンや、アイドリン
グストップシステムが積極的に搭載され、北米ではトランスミッションの多段化が進み、日本国内でもアイドリン
グストップシステムや直噴エンジンの開発がさらに進展すると予測する。
世界の電装部品分野別市場推移 （メーカー出荷額ベース）
分
野
２０１０年見込
２０２０年予測
対１０年伸長率
電子制御システム
８兆４,３１３億円
１３兆６,４９２億円
１６１.９％
エレクトロニクス機器
３兆２,２０５億円
３兆７,４２５億円
１１６.２％
センサモジュール/センサ
９,７９２億円
１兆９,８５１億円
２０２.７％
半導体デバイス/受動部品
７,３９８億円
１兆 ９２９億円
１４７.７％
その他
５兆１,８５５億円
８兆８,０２１億円
１６９.７％
４９品目の世界市場の１０年見込みは、１８兆５,５６３億円である。２０年には１０年間で５７.７％伸びて、
２９兆２,７１８億円になると予測する。
ＢＲＩＣｓ市場は成長が著しく、１０年の４兆１,１２０億円から２０年には９兆４,４２７億円と予測され、１
０年間で１３０.７％も拡大する。先進国市場はほぼ飽和状態にあり、
「電子制御化」
「電動化」がさらに進む。
全世界の車載電装品市場は、新興国では自動車市場の拡大と「電子制御化」の同時進行が予測されるため大幅な
拡大が予測される。
＜主な分野別市場＞
●電子制御システム （１３品目）
１０年見込 ８兆４,３１３億円 ２０年予測 １３兆６,４９２億円 （１０年比 161.9％）
１０年見込８兆４,３１３億円から、２０年には１３兆６,４９２億円に拡大すると予測され、１０年間で６１.
９％伸びる。
１０年後、
最大市場は電子制御トランスミッションで５兆５,４９１億円（１０年で６１.８％拡大）
、
次いでエアバッグシステム２兆１,５６３億円（ 同７８.４％拡大）とエアコン２兆３８７億円 （ 同６１.８％拡
大）と予測する。また、この間最も伸びが高いと予測するのは、アイドリングストップシステム４.５倍、車載カ
メラ応用システム３.８倍である。
電子制御システムの合計市場は、車のエレクトロニクス化の進展を測る指標となる。この分野のシステムに連動
してＥＣＵが増加し、使用される半導体デバイスや受動部品の需要が増える。
車載ＥＣＵ数は増加傾向にある。
ボディ系は、
新しい快適システムの搭載によってＥＣＵの個数は増加していく。
搭載数は、ある機能を統合ＥＣＵから専用ＥＣＵ化する動きなど各社固有の開発技術によって決まる。安全系ＥＣ
Ｕは、システム構成部品が高価なためオプション設定であったが、低価格化や簡素化したシステムの採用が拡大し
て搭載数は増加すると考えられる。パワートレイン系、足回り系、情報系のＥＣＵはほぼ制御方式が確立され、搭
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載個数は今後大きく変化しないと考える。分野を超えた機能統合や、安全系と情報系のシステム協調やボディ系と
安全系のシステム協調を図りスムーズに制御する統合ＥＣＵが搭載される可能性もある。
●エレクトロニクス機器 （６品目）
１０年見込 ３兆２,２０５億円 ２０年予測 ３兆７,４２５億円 （１０年比 116.2％）
１０年見込３兆２,２０５億円から、２０年は３兆７,４２５億円になり、１０年間で１６.２％伸びると予測す
る。この分野はカーオーディオ、ＰＮＤなどもともとアフターマーケットで市場を形成して来た。近年クルマとの
一体感やデザイン、他の制御システムとの連動を重視しメーカーやディーラーオプションが増加している。
●センサモジュール/センサ （１４品目）
１０年見込 ９,７９２億円 ２０年予測 １兆９,８５１億円 (１０年比 202.7％）
２０年には、１兆９,８５１億円になると予測する。
「電子制御化」に伴って、センシング情報の必要性が増して
いくが情報の共有化技術も進むため、
新規センシング情報によるセンサの増加の方向と既存のセンサを他システム
と共用する方向の２つの道を採る。現在、圧力センサ市場がもっとも大きく、１０年見込１,７６９億円、１０年
間で１２２.７％伸びて２０年予測では３,９３９億円となる。
今後１０年間で大幅に需要が拡大すると予測される
のは、車載カメラ (４.０倍）
、レーダーセンサ （ ３.８倍）である。
●半導体デバイス/受動部品 （９品目）
１０年見込 ７, ３９８億円 ２０年予測 １兆 ９２９億円 (１０年比 147.7％）
２０１０年見込は前年比９.１％増となり、２０年予測は、１０年比で４７.７％の伸長率で１兆９２９億円にな
ると予測される。
電子制御システムや電動システムを最適に制御するための車載マイコンを筆頭に車載システムの
頭脳に当たるＥＣＵを構成する部品であるため電子制御システムの市場に大きく影響される。
自動車は、安全第一の考え方から集中制御よりも分散制御を原則にしているため、それぞれのＥＣＵにおいて 1
〜２個の車載マイコンで制御を行っている。
●その他ワイヤーハーネスなど（７品目）
１０年見込 ５兆１,８５５億円 ２０年予測 ８兆８,０２１億円 (１０年比 169.7％）
１０年見込は前年比１０８.５％の５兆１,８５５億円になる。ワイヤーハーネス （２兆５,８７２億円）や小型
モータ （１兆５,４２７億円）などの市場が大きく、１０年間でそれぞれ７３.５％と５６.５％増加すると予測す
る。また車載リレー１,００４億円（１５億７,５６７万個）は、１０年間で５７.３％増加し、２０年には１,５７
９億円（２５億６,３５９万個）になると予測する。
以上

＜調査対象＞
自動車 （ 乗用車/トラック/バス （ＨＶ/ＥＶは除く）
）５分野４９品目
エレクトロニクス機器６品目 電子制御システム１３品目 センサモジュール/センサ１４品目 エレクトロニ
クス機器６品目 半導体デバイス/受動部品９品目 その他７品目
＜調査期間＞ ２０１０年６月〜９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社内デ
ータベースの活用による調査・分析
資料タイトル：
「車載電装デバイス＆コンポーネンツ Select２０１１
＜上巻：アプリケーション・電子部品徹底分析編＞」
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