>> HOME

富士経済 GROUP

第１１００７号

PRESS RELEASE

株式会社 富士キメラ総研
２０１１年１月２６日

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町
2-5 Ｆ・Ｋビル
TEL.03-3664-5839 FAX.03-3661-1414

URL : http://www.group.fuji-keizai.co.jp/
URL : http://www.ｆｃｒ.co.jp/
広報部 03-3664-5697

今後有望な電子部品・材料１０９品目の世界市場を調査
−注目市場予測−
・裸眼方式 3D ディスプレイ：
「ニンテンドー3DS」発売で飛躍的拡大、１１年は１０年比５４倍
・非接触通信 IC：スマートフォン始め携帯電話へ NFC チップ搭載進み、１５年は１０年比１８倍
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
03-3664-5839）は、電子部品・材料１０９品目の世界市場を調査した。その結果を報告書「２０１１ 有望電子部品
材料調査総覧（上・下巻）
」にまとめた。
この報告書では、今後の成長が期待される電子部品・材料について、市場動向、将来性、用途動向などを調査・分
析し、市場を網羅的に捉えた。また、これらの応用機器（アプリケーション）の市場も調査・分析した。
上巻「環境・グリーン部材編」は、パワーモジュール部材（９品目）
、創エネルギー用部品（６品目）
、創エネルギ
ー用材料（１０品目）
、畜電池用部材（１３品目）
、エコ照明用部材（７品目）
、コンデンサ（３品目）
、スマートグリ
ッド用部材（７品目）の計５５品目の電子部品・材料市場を取り上げた。また、携帯電話など計５品目のアプリケー
ション市場も取り上げた。
下巻「エレクトロニクス部材編」は、実装用部材（７品目）
、半導体・関連部材（１１品目）
、フラットパネル用部
材（１０品目）
、通信用部材（９品目）
、映像用部材（５品目）
、医療機器用部品（４品目）
、センサ（５品目）
、ノイ
ズ・熱対策用部材（３品目）の計５４品目の電子部品・材料市場を取り上げた。また、デスクトップ PC など計５品
目のアプリケーション市場も取り上げた。

＜調査結果の概要＞
２０１０年の電子部品・材料市場は、多くの品目の需要が回復してきており、２００８年秋以降の世界的な景気後
退の影響で落ち込んだ２００９年から反転すると見込まれる。
２０１５年に２０１０年比１０倍以上の市場拡大が予測される有望性の非常に高い電子部品・材料は、エネルギー
密度が高く高出力な「リチウムイオンキャパシタ」
、EV 市場の拡大と連動していく「自動車用リチウムイオン電池」
とその部材（正極材料、負極材料、電解液、セパレータ）
、眼鏡方式に加え任天堂「ニンテンドー3DS」発売を契機に
裸眼方式の拡大が期待される「3D ディスプレイ」
、ミリ波を用いた 1Gbit/s 以上の高速無線伝送を実現する「ミリ波
通信モジュール」
、モバイル機器の高密度実装・低背化・高性能化に対応する「部品内蔵基板」などが挙げられる。

＜注目電子部品・材料 世界市場＞
１．裸眼方式 3D ディスプレイ【フラットパネル用部材】
２０１０年見込
２０１１年予測
２０１５年予測
15 年/10 年比
１４億円
７４９億円
３,５８５億円 ２５６.１倍
裸眼方式 3D ディスプレイは、専用の眼鏡を必要とせず、裸眼で立体視（3D）視聴が出来るディスプレイを対象と
した。複数の方式があり、用途やディスプレイサイズによって採用方式が異なる。現状では１０インチまでのモバイ
ル機器が中心で、パララックスバリア方式が最も多く採用されており、そのほか、裸眼視差分割方式、レンチキュラ
ーレンズ方式などが採用されている。
２０１０年の市場は、搭載機器がまだ少なく、また、２００９年に発売された日立製作所製 au（KDDI）向け携帯
電話端末の終売の反動もあり、前年比２２.２％減の１４億円が見込まれる。２０１０年はサムスン電子の携帯電話
端末や、富士フイルムのデジタルスチルカメラが製品化された。更に１２月には NTT ドコモとソフトバンクモバイル
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向けのシャープ製スマートフォンが発売されたほか、インテグラルイメージング方式を採用した世界初の裸眼 3D 液
晶テレビである東芝「グラスレス 3D レグザ」が発売された。後者は現状では数少ない１０インチ以上の大型ディス
プレイであり、モバイル機器以外での裸眼 3D ディスプレイの採用拡大も注目される。
２０１１年は前年に発売が相次いだ流れに加え、２月末に「ニンテンドー3DS」の発売が予定されており、前年比
５３.５倍の７４９億円と飛躍的な市場拡大が予測される。２０１２年には１,０００億円を突破し二桁成長で拡大が
続くと予測される。携帯電話端末を始めとしたモバイル機器ではパララックスバリア方式の適性が高く採用が進む見
通しであるが、各方式とも長所・短所がありアプリケーションの適性に合せてすみ分けがされていくと考えられる。
２．非接触通信 IC【通信用部材】
２０１０年見込
２０１１年予測
２０１５年予測
15 年/10 年比
８３億円
２０９億円
１,４９９億円
１８.１倍
非接触通信 IC は、
携帯電話端末及びその他モバイル機器に搭載される非接触の IC チップで、
Type A、
Type B、
FeliCa
の各方式と、これら３方式の上位規格で各方式と互換性のある短距離無線規格 NFC（Near Field Communication）に
準拠したものを対象とした。
これまで市場は日本国内の携帯電話端末用途（FeliCa チップ搭載の“おサイフケータイ”
）が中心だったが、海外
においても徐々に市場が立ち上がり始めていることから、２０１０年は前年比２３.９％増の８３億円が見込まれる。
２０１１年の市場は前年比２.５倍の２０９億円と大幅に拡大し、２０１５年には２０１０年の１８.１倍、約１,
５００億円の市場規模に達すると予測される。日本国内のみならず海外でもスマートフォンを中心に携帯電話端末や
ノート PC、タブレット端末などで搭載が増加していくことや、電子マネー決済のほか、双方向通信や個人認証など
用途の拡大が市場を牽引すると考えられる。
現状では FeliCa チップが市場の大半を占めているが、今後は NFC チップがシェアを伸ばしていく見通しである。
ノキアがスマートフォンへの NFC チップ搭載を表明しているほか、グーグルの OS「Android」もバージョン２.３で
NFC チップをサポートしている。
３．携帯電話用アプリケーションプロセサ【半導体・関連部材】
２０１０年見込
２０１１年予測
２０１５年予測
15 年/10 年比
１兆 ４４６億円 １兆１,８００億円 １兆５,９００億円 １５２.２％
携帯電話用アプリケーションプロセサは、マルチメディア機能を処理するアプリケーションプロセサ（AP）及びグ
ラフィックプロセサ（GP）を対象とした。通信機能を処理するベースバンドプロセサ（BB）は除いたが、BB と AP
が一体化したチップセット（BB＋AP）は対象に含んだ。AP は音声通信以外のアプリケーションデータなどの処理を
行うデバイスであり、CPU コアを内包しプロセサ内で処理が完結する。GP は BB もしくは AP の処理を補完する。
２０１０年の市場は、前年比１０.９％増の１兆４４６億円が見込まれる。携帯電話端末市場の回復に加え、スマ
ートフォンの急拡大によってデータ処理性能の向上が要求され、価格の高い高機能プロセサの需要が増えている。
２０１１年の市場は前年比１３.０％増の１兆１,８００億円と引き続き二桁成長を維持し、２０１５年には２０１
０年比５２.２％増の１兆５,９００億円が予測される。ボリュームゾーンの携帯電話端末では省スペース化・低コス
ト化実現のためデバイスの集積化が進んでおり、BB＋AP が採用されていくと考えられる。一方、高機能・高性能な
スマートフォンに代表されるハイエンド端末では、AP への負荷が増えることから、AP と BB を各々単体で搭載しパフ
ォーマンスを向上させる傾向がみられる。
４．リチウムイオンキャパシタ【蓄電池用部材】
２０１０年見込
２０１１年予測
２０１５年予測
15 年/10 年比
４.５億円
８０億円
３００億円
６６.７倍
リチウムイオンキャパシタは、電気二重層キャパシタとリチウムイオン電池の長所を兼ね備えた畜電デバイスで、
高出力、高エネルギー密度、急速充放電特性、自己放電が少ない、繰り返し寿命が長いなどの利点を持つ。
２０１０年時点では量産メーカーが日本メーカー１社のみで、市場は４.５億円が見込まれる。２０１１年には参
入メーカーの増加で市場活性化が期待され、前年比１７.８倍の８０億円が予測される。開発面では日本メーカーが
先行しているが、北米ベンチャー企業なども開発を進めており、今後は海外メーカーの参入も増えていくとみられる。
現状の用途は太陽光発電や風力発電の電力貯蔵、FA 機器（UPS や瞬時電圧低下補償装置など）で、今後は自動車の
補助電源、産業機械、街灯電源などの用途も考えられる。これらは電気二重層キャパシタとほぼ同じ用途で競合して
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いる。リチウムイオンキャパシタは電気二重層キャパシタに比べエネルギー密度の高さなどで優れており、量産によ
る低価格化が進めば用途に応じて両者がすみ分けられていくと考えられる。
以上

＜調査対象＞
上巻「環境・グリーン部材編」
【パワーモジュール部材】IGBT、低耐圧パワーMOS FET、
高耐圧パワーMOS FET、SBD、自動車用インバータ、自動
車用 DC/DC コンバータ、GaN ウェーハ、SiC ウェーハ、
先端ウェーハ（SOI、ZnO）
【創エネルギー用部品】結晶系太陽電池、薄膜太陽電池、
有機太陽電池、色素増感太陽電池、燃料電池、ユビキタ
ス発電デバイス
【創エネルギー用材料】太陽電池用封止材、太陽電池用
シリコンウェーハ、太陽電池用ペースト、太陽電池用タ
ーゲット材、太陽電池用バックシート、熱電変換材料、
振動発電材料、燃料電池用電解質、燃料電池用電極材料、
燃料電池用セパレータ
【蓄電池用部材】自動車用ニッケル水素電池、モバイル
用リチウムイオン電池、自動車用リチウムイオン電池、
電気２重層キャパシタ、リチウムイオンキャパシタ、自
動車・モバイル用リチウムイオン電池正極材料、自動
車・モバイル用リチウムイオン電池負極材料、自動車・
モバイル用リチウムイオン電池電解液、自動車・モバイ
ル用リチウムイオン電池セパレータ
【エコ照明用部材】LED 照明、白色 LED、照明用有機 EL、
LED 照明用拡散板・導光板、LED ドライバ IC、蛍光体、
有機 EL 材料
【コンデンサ】セラミックコンデンサ、アルミ電解コン
デンサ、タンタル電解コンデンサ
【スマートグリッド用部材】スマートグリッドシステ
ム、スマートメータ、スマートグリッド用超伝導ケーブ
ル、NAS 電池、HEMS 用センサ、スマートメータ用 IC、
高速 PLC チップ
【アプリケーション】携帯電話、ノート PC、DSC、太陽
光発電モジュール、パワーコンディショナ

下巻「エレクトロニクス部材編」
【実装用部材】全層タイプビルドアップ基板、ベースタ
イプビルドアップ基板、片面・両面フレキシブルプリン
ト配線板、多層フレキシブルプリント配線版、2 層フレ
キシブル銅張積層板、3 層フレキシブル銅張積層板、部
品内蔵基板
【半導体・関連部材】NAND フラッシュメモリ、携帯電
話用 DRAM、MRAM、PRAM、FPGA、アプリケーションプロ
セサ、Low-k、High-k、CMP スラリー、半導体ターゲッ
ト、半導体用 DUV レジスト
【フラットパネル用部材】大型 TFT、中小型 TFT、有機
EL、電子ペーパー、投影型静電容量式タッチパネル、OCA、
LED-TV 用導光板、液晶用 PET フィルム、3D ディスプレ
イ、ITO フィルム
【通信用部材】レファレンス用 TCXO/水晶振動子、アプ
リケーション用 TCXO/水晶振動子、無線 LAN チップ、非
接触通信 IC、40Gbps 光トランシーバ/トランスポンダ、
10GE-PON 用 Bi-di モジュール、GaAs トランジスタ、GaN
トランジスタ、ミリ波通信モジュール
【映像用部材】マイクロプロジェクタモジュール、プロ
ジェクタ用波長変換素子、プロジェクタ用レーザ、青紫
色レーザ、Blu-ray 用光ピックアップ
【医療機器用部品】MRI 用 RF コイル、MRI 用磁石、バイ
オセンサ、超音波センサ
【センサ】CCD センサ、CMOS センサ、角速度センサ、加
速度センサ、圧力センサ
【ノイズ・熱対策用部材】積層チップバリスタ、インダ
クタ、コモンモードチョークコイル・フィルタ
【アプリケーション】デスクトップ PC、フラットパネ
ル TV、ゲーム機、電子書籍、次世代生活支援・サービ
スロボット

＜調査方法＞
富士キメラ総研専門調査員によるヒアリング調査及び関連情報の収集・分析
＜調査期間＞
２０１０年９月〜１２月
資料タイトル
体
裁
価
格
調査・編集
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