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ＬＣＤやＯＬＥＤ...その関連部材など

ディスプレイ関連の世界市場を調査
―２０１９年世界市場予測（１３年比）―
●ＮｅａｒＥｙｅ用マイクロディスプレイは６１１億円（６．４倍）―スマートグラス向けが市場拡大をけん引
●電子ペーパーは１，２９４億円（２．１倍）―高コントラスト・低消費電力で電子棚札需要が急増
◆メタルメッシュフィルム、Ａｇナノワイヤフィルムなど、ＩＴＯ代替フィルムの採用が拡大
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、２０１４年６月から１０月にかけて、世界市場を対象にディスプレイとタッチパネル、それらの
アプリケーション、さらに関連部品・材料市場まで網羅する調査を実施した。
その結果を報告書「２０１４ ディスプレイ関連市場の現状と将来展望 上巻、下巻」にまとめた。この報告書
は、上巻ではディスプレイとそのアプリケーション、そして部材市場を、下巻ではタッチパネルとそのアプリケーシ
ョン市場、タッチパネルメーカー事業戦略を分析した。さらに各巻では注目される業界動向をまとめた。
＜調査結果の概要＞
■ディスプレイの世界市場
ＬＣＤ
ＯＬＥＤ
ＶＦＤ
電子ペーパー
ＮｅａｒＥｙｅ用マイクロディスプレイ

合 計

２０１４年見込
１０兆５，２８５億円
８，３０４億円
２４３億円
７６９億円
９０億円
１１兆４，６９１億円

１３年比
１０２．６％
８７．３％
９１．７％
１２１．９％
９３．８％
１０１．４％

２０１９年予測
１２兆１，９４４億円
１兆７，３０１億円
１１７億円
１，２９４億円
６１１億円
１４兆１，２６７億円

１３年比
１１８．８％
１８２．０％
４４．２％
２．１倍
６．４倍
１２４．９％

２０１４年の市場は、依然としてスマートフォン、車載向けが好調で、そのほかのアプリケーション向けは低調
であったが、全体としては、前年比１．４％増の１１兆４，６９１億円が見込まれる。特に、法規制等で需要が拡
大している車載ディスプレイ向けが市場のけん引役となっている。また、スマートウォッチ、スマートグラスの量
産化で需要が増加し、市場はさらに拡大するとみられ、２０１９年には１４兆１，２６７億円が予測される。
●ＬＣＤ
２０１４年の市場は前年比２．６％増の１０兆５，２８５億円が見込まれる。ＴＦＴはＴＶとスマートフォン向けパネ
ルで大型化と高精細化が進んでおり、市場をけん引している。また、ＴＮ／ＶＡは車載ディスプレイ向けや産業
機器向けで堅調な需要が続いている。
●ＯＬＥＤ
２０１４年の市場は８，３０４億円が見込まれる。ＴＶ向けは、２０１４年にＬＣＤ４Ｋパネルの低価格化が進んだ
ため、本格化は遅れるとみられる。スマートフォン向けは、ハイエンド機種での採用が鈍化しており、ミドルレン
ジ、ローエンドヘの展開が進んでいる。また、スマートウォッチ向けでプラスチック基板を使用したＡＭＯＬＥＤの
採用が進んでいる。
●電子ペーパー
２０１４年の市場は前年比２１．９％増の７６９億円が見込まれる。２０１１年まで市場をけん引してきた電子書
籍リーダー向けは、２０１２年に減少し、その後増加に戻るがその伸びは緩やかである。一方、電子棚札向け
の需要が急増している。その他、医療・ヘルスケア機器や物流管理システム向けなどでも需要拡大が期待さ
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れる。
●ＮｅａｒＥｙｅ用マイクロディスプレイ
電子ビューファインダー（ＥＶＦ）向けを中心に市場が形成されたが２０１２年以降減少している。２０１３年に
はミラーレス一眼カメラなどのハイエンド機種での採用は増加したものの、ＥＶＦ向けの減少が続いており、２０
１４年の市場は縮小が見込まれる。しかし、スマートグラス、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）向けは、数量は
少ないものの、参入メーカーが増加し、さらに今後「Ｇｏｏｇｌｅ Ｇｌａｓｓ」（Ｇｏｏｇｌｅ）の量産化によって市場は拡大
が期待され、２０１９年には２０１３年比６．４倍が予測される。
■ディスプレイ関連部材の世界市場
ＬＣＤ関連部材
ＯＬＥＤ関連部材
その他ディスプレイ関連部材
合 計

２０１４年見込
５兆１，９０１億円
６８６億円
１，２２２億円
５兆３，８１０億円

１３年比
１０２．０％
１１１．９％
１０５．３％
１０２．１％

２０１９年予測
５兆７，２９２億円
２，１５８億円
１，２２９億円
６兆 ６７９億円

１３年比
１１２．５％
３．５倍
１０５．９％
１１５．２％

２０１３年はＬＣＤ、ＯＬＥＤともにパネルサイズアップに伴い数量ベースで拡大したため、関連部材の市場も多
くの品目で順調に拡大した。しかし、ガラス基板、表面処理フィルムなど単価下落が大幅に進んだ品目はマイ
ナスとなった。
２０１４年はこれまで材料市場の拡大を支えてきたＴＶやタブレット向けＴＦＴの伸びが鈍化しており、ＬＣＤ関
連部材の成長は緩やかになるとみられる。また、ＯＬＥＤ関連部材もスマートフォン向けＡＭＯＬＥＤの成長鈍化
によって伸びが鈍ることから、市場は前年比２．１％増の５兆３，８１０億円と見込まれる。しかし、２０１６年以降
はＴＶやタブレット向けＡＭＯＬＥＤの生産が本格化するとみられ、市場の拡大をけん引すると考えられる。
＜注目される業界動向＞
◆超低消費電力ディスプレイ
ＭＥＭＳディスプレイ、反射型液晶、電子ペーパーがあげられる。ＭＥＭＳディスプレイは、消費電力がＬＣＤ
の半分以下の上に色再現性が高い特徴がある。そのため、タブレットへの採用が期待されるほか、２０１４年に
はスマートウォッチに採用されている。反射型液晶は、バックライトの代わりに外光を反射し、液晶とカラーフィ
ルターで色を再現することで低消費電力が可能であり、２０１４年に量産化が始まっている。
◆ＩＴＯ代替フィルム
メタルメッシュフィルム
Ａｇナノワイヤフィルム

２０１４年見込
８７億円
９億円

１３年比
１２２．５％
１１２．５％

２０１９年予測
３６５億円
５７億円

１３年比
５．１倍
７．１倍

ＩＴＯ代替フィルムとして注目されている透明導電性フィルムは、メタルメッシュフィルム、Ａｇナノワイヤフィル
ムなどがあげられる。
メタルメッシュフィルムは、低抵抗値が特徴であり、大型サイズのタッチパネルでも高いタッチ性能が得られる。
１４インチ以上のＰＣモニター、さらに大型のサイネージなどでも採用されている。今後の視認性改善が進むこ
とで要求が厳しいスマートフォンやタブレットでの採用も可能になり、市場が拡大すると予想される。
Ａｇナノワイヤフィルムも低抵抗値が特徴であるが、メタルメッシュフィルムの低価格化が進んだため、メタル
メッシュよりも光学性能が優れる点を生かしたミドルレンジ以上の中型サイズ機種への採用や狭額縁化な点を
生かした採用が進むとみられる。

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@fk-m.co.jp）

>> HOME
＜調査対象＞

部材

（上巻 ディスプレイ／アプリケーション／部材編）
大型ＴＦＴ、中小型ＴＦＴ、ＴＮ／ＶＡ／ＳＴＮ、大型ＡＭＯＬＥＤ、中小型
ディスプレイデバイス
ＡＭＯＬＥＤ、ＰＭＯＬＥＤ、ＶＦＤ、電子ペーパー、ＮｅａｒＥyｅ用マイクロ
ディスプレイ
ＴＶ、ＰＣモニター、ノートＰＣ、タブレット、スマートフォン、フィーチャー
フォン、電子書籍リーダー、携帯ゲーム機、ＤＳＣ、スマートウォッチ、
アプリケーション機器
スマートグラス、車 載ディスプレイ、アミューズメント機器、パブリック
／サイネージモニター、医療用モニター、その他民生機器、産業用・
汎用ディスプレイ
ガラス基板、フォトレジスト、カラーフィルター、カラーレジスト、ブラック
レジスト、配向膜材料、液晶材料、シール剤、偏光板、偏光板保護フ
ィルム、表面処理フィルム、中小型バックライトユニット、バックライト
ＬＣＤ関連部材
用 光 学フィルム、拡 散シート、拡 散 板 ／導 光 板 材 料（シート）、導 光
板材料（ペレット）
円偏光板、低分子発光材料（ＥＭＬ）、正孔注入材料（ＨＩＬ）、正孔輸
ＯＬＥＤ関連部材
送材料（ＨＴＬ）、電子輸送材料（ＥＴＬ）、高分子発光材料、封止用シ
ール剤
その他ディスプレイ関連部材
透明電極用ターゲット材、メタル系ターゲット材
（下巻 タッチパネル／アプリケーション／タッチパネルメーカー事業戦略分析編）
タッチパネル
静電容量式、抵抗膜式
スマートフォン、タブレット、ノートＰＣ、ＰＣモニター、車載用タッチパネ
アプリケーション機器
ル、パブリック／デジタルサイネージモニター、産業用／業務用機器、
その他民生機器
カバーガラス／カバー樹脂、センサー用ガラス基板、ハードコートフィル
ム／ＩＭフィルム、インデックスマッチングコート材、透 明 導 電 性 フィル
ム、光 学 透 明粘 着 剤（シート／ＯＣＡ）、光 学 透 明 粘 着 剤（樹 脂／ＯＣ
部品材料
Ｒ）、静電容量式コントローラーＩＣ、引出し電極用ターゲット材、導電性
Ａｇペースト
部 品 材 料 ・装 置

装置

タッチパネルメーカー事業戦略
静容量式コントローラーＩＣメーカー
事業戦略
＜調査方法＞

貼合装置、露光装置
アルプス電気、大日本印刷、富士通コンポーネント、グンゼ、ジャパン
ディスプレイ、日 本 航 空 電 子 工 業 、日 本 写 真 印 刷 、パナソニック、翔
栄、ＳＭＫ、凸版印刷、ＡＵＯ、ＥＥＬＹ−ＥＣＷ、ＥＬＫ、ＧＩＳ、Ｌａｉｂａｏ、Ｏ
−Ｆｉｌｍ、Ｓａｍｓｕｎｇ Ｄｉｓｐｌａｙ、ＴＰＫ、Ｙｏｕｎｇ Ｆａｓｔ
Ｃｙｐｒｅｓｓ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ、ＦｏｃａｌＴｅｃｈ Ｓｙｓｔｅｍｓ、Ｓｙｎａｐｔｉｃｓ

富士キメラ総研専門調査員によるヒアリング及び関連文献、データベース活用による調査・分析
＜調査期間＞
上巻 ２０１４年６月〜８月、下巻 ９月〜１０月
以上
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