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表示機器、入力／撮像機器、記録／再生機器／その他における

４Ｋ・８Ｋ※対応製品の市場を調査
※４Ｋ＝４Ｋ以上８Ｋ未満、８Ｋ＝８Ｋ以上

― ２０２５年予測 ―
◆４Ｋ・８Ｋ対応ＴＶの国内需要

年間８２０万台、累積台数※５,１２８万台、世帯普及率９４.８％
・・・製品数増加や低価格化で４Ｋ−ＴＶ中心に普及拡大
※同世帯２台目以降は除く

■４Ｋ・８Ｋ対応製品の世界市場

２０１６年比３.７倍の１７兆４,４９２億円
・・・４Ｋ・８Ｋ放送／サービスの相次ぐ開始で対応製品のニーズ拡大

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、ＴＶや各種ディスプレイなどの表示機器をはじめ、デジタルビデオカメラや監視カメラなどの
入力／撮像機器、民生用レコーダーや据置型ゲーム機などの記録／再生機器で進む４Ｋ・８Ｋ対応製品の市場を調
査した。その結果を「４Ｋ・８Ｋビジネス／市場の全貌 ２０１８」にまとめた。
この調査では、今後普及が期待される表示機器１０品目、入力／撮像機器５品目、記録／再生機器／その他５品
目における４Ｋ・８Ｋ対応製品の市場を中心に、対象製品の全体市場や関連デバイスの市場についても調査した。
また、有望業界／用途の動向、主要参入企業から見るニーズを分析し、中長期的な視点における４Ｋ・８Ｋ関連市
場を展望した。
＜注目市場＞
◆４Ｋ・８Ｋ対応ＴＶの国内需要
（万台）
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※４Ｋ＝４Ｋ以上８Ｋ未満、８Ｋ＝８Ｋ以上

国内では２０１５年より１２４／１２８度ＣＳ放送、ＣＡＴＶ、ＩＰＴＶで４Ｋの実用放送／サービスが開始さ
れている。２０２０年の「東京五輪」開催を見据え、ＢＳ放送もニュースやスポーツ、旅番組、歌番組などで試験
放送を行っている。一方、地上波放送では実用放送の具体的な予定はまだない。しかし、現在のデジタルハイビジ
ョン（２Ｋ）の画面画素数の４倍、１６倍に相当する「４Ｋ」
「８Ｋ」に対する消費者ニーズは急速に高まってお
り、低迷が続いていたＴＶ需要を押し上げている。

４Ｋ・８Ｋ対応ＴＶの需要は４Ｋ−ＴＶの製品数増加や低価格化により拡大している。２０１６年に１００万台
となり、２０１７年には２５０万台が見込まれる。２０１７年に８Ｋ−ＴＶの販売が開始され、価格が高いことや
コンテンツが少ないことなどからまだ僅少であるが、
大型サイズのＴＶでは４Ｋ−ＴＶよりも解像度の高い８Ｋ−
ＴＶが注目されている。４Ｋと８Ｋの差が認識しやすい８４インチ以上で開発が進んでいるが、出荷数量の多い６
０〜７５インチでも８Ｋ化が進んでいくと予想される。２０２５年に需要は４Ｋ−ＴＶが７８０万台、８Ｋ−ＴＶ
が４０万台、計８２０万台が予想され、国内ＴＶ需要の８６.３％を占めるとみられる。
４Ｋ・８Ｋ対応ＴＶの累積台数※は２０１７年に４４６万台、国内世帯への普及率は８.３％が見込まれる。そ
して２０２５年に累積台数は５,１２８万台となり、世帯普及率は９４.８％が予測される。
※同世帯２台目以降は除く

＜調査結果の概要＞
■４Ｋ・８Ｋ対応製品の世界市場
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調査対象とした表示機器１０品目、入力／撮像機器５品目、記録／再生機器／その他３品目（アーカイブ装置、
コーデック装置の２品目は国内市場であるため対象外）
の世界市場は、
合計で２０１７年に６３兆５,９９５億円、
うち４Ｋ・８Ｋ対応製品の市場は５兆３,６７０億円が見込まれる。多くの製品市場が成熟化や低価格化の進展で
伸びが鈍化する中、４Ｋ・８Ｋ対応製品市場は急速に拡大しており、２０２５年には２０１６年比３.７倍の１７
兆４,４９２億円が予測される。
表示機器ではＴＶで４Ｋ対応が急速に進行しており、
それにパブリックディスプレイやホームプロジェクターな
どが追随している。放送局用モニター（マスターモニター）や医療用ディスプレイ（外科手術）
、ビジネスプロジ
ェクター（シミュレーション／プラネタリウム）などではすでに８Ｋ対応の導入が進んでいる。入力／撮像機器で
はデジタルビデオカメラやドローンの過半の製品がすでに４Ｋ対応となっている。しかし、８Ｋニーズは低く製品
化には時間がかかるとみられる。
業務用ビデオカメラや外科内視鏡では他製品に先行して８Ｋ対応製品が投入され
ているが、当面２Ｋ／Ｆｕｌｌ ＨＤが主体で、４Ｋ化率が３０％を超えるのは２０２１年以降と予想される。記
録／再生機器／その他では、ＴＶの４Ｋ化に伴い据置型ゲーム機で４Ｋ対応製品が投入されている。民生用レコー
ダーは４Ｋ放送の録画可能な製品が２０１８年頃から本格普及するとみられる。
■有望業界／用途
国内では、２０１８年末の衛星放送における４Ｋ・８Ｋ実用放送開始に向け、大手放送局やプロダクションを中
心に導入が進むとみられる。８Ｋ対応製品は限定的であるが、４Ｋ対応製品は中堅プロダクションや制作会社へと
波及する。医療機関でも外科内視鏡の４Ｋ対応が進む。８Ｋ対応はコスト面などから、まずは大学病院や基幹病院
から導入が進む。デジタルサイネージは２０２０年の「東京五輪」を見据え需要が拡大する中、地図情報や観光案
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内など、特定コンテンツで４Ｋ・８Ｋ対応が進む。フライトシミュレーターやシミュレーション（一般企業の設計
／デザイン部門）
、美術館／博物館、プラネタリウム、遊園地／テーマパークなどではプロジェクターを中心に４
Ｋ対応製品の導入が進んでおり、他分野に先行し８Ｋ対応も進んでいるが、需要は限定的となっている。
■４Ｋ・８Ｋ対応製品市場ランキング（世界市場）
(1)２０２５年規模（金額）
順位
品目
２０２５年予測
１位 ＴＶ
９兆６,３００億円
２位 スマートフォン
１兆９,７５０億円
３位 ノートＰＣ
１兆７,５００億円
４Ｋ・８Ｋ対応製品以外も含めた全体市場の規模が最も大きいのはスマートフォンであるが、４Ｋ・８Ｋ対応製
品に限るとＴＶが最も大きく、２０２５年には２０１６年比２.５倍の９兆６,３００億円が予測される。２位はス
マートフォンで、市場規模は２０２５年に２０１６年比２４.１倍の１兆９,７５０億円まで拡大する。それでもス
マートフォンの全体市場に対する構成比は４.２％にとどまる。
(2)２０２５／２０１６年ＣＡＧＲ（金額）
順位
品目
２５年／１６年ＣＡＧＲ
１位 パブリックディスプレイ
４９.８％
２位 監視カメラ
４４.９％
３位 スマートフォン
４２.４％
２０１６年から２０２５年までのＣＡＧＲ（年平均成長率）が最も高いのはパブリックディスプレイである。欧
米に加え、中国市場も堅調に拡大している。国内では２０２０年の「東京五輪」に向け、交通機関や公共施設にお
けるデジタルサイネージ用途が好調である。２位は監視カメラ、３位はスマートフォン、４位は据置型ゲーム機、
５位はビジネスプロジェクターと続く。
(3)２０２５年構成比（数量）
順位
品目
２０２５年予測
１位 ヘッドマウントディスプレイ
１００.０％
１位 デジタルビデオカメラ
１００.０％
３位 ドローン
８３.３％
ヘッドマウントディスプレイとデジタルビデオカメラは２０２５年に４Ｋ・８Ｋ対応製品１００.０％になると
予想される。高解像度要求もあるが、技術的課題もあり、８Ｋ以上の製品化は２０２２年以降とみられる。２０２
５年にはハイエンド製品は８Ｋ対応、ミドルレンジ以下が４Ｋ対応になると予想される。デジタルビデオカメラは
２０１６年時点で４Ｋ対応製品の構成比が半数を超えている。
今後も４Ｋ対応製品の構成比はさらに上昇していく
とみられる。

＜調査対象＞
製品

表示機器

入力／撮像機器
記録／再生機器／
その他

・パブリックディスプレイ
・医療用ディスプレイ
・放送局用モニター
・ＴＶ
・ビジネスプロジェクター
・業務用ビデオカメラ
・デジタルビデオカメラ
・外科内視鏡
・民生用レコーダー
・据置型ゲーム機
・グラフィックボード／チップ

・ホームプロジェクター
・フルカラーＬＥＤディスプレイ
・スマートフォン
・ノートＰＣ
・ヘッドマウントディスプレイ
・ドローン
・監視カメラ
・アーカイブ装置※
・コーデック装置※
※国内市場のみ
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デバイス
・ＴＶ用ＳｏＣ
・モバイルレンズユニット

・大型ディスプレイ
・中小型ディスプレイ
・イメージセンサー

業界／用途
・映像セキュリティ／マーケティング
・デジタルシネマ
・デジタルサイネージ
企業事例分析
７社

・放送局／プロダクション
・医療機関
・ＶＲコンテンツ

・コネクター
・通信用ケーブル

・一般企業
・教育機関
・フライトシミュレーター

＜調査方法＞
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＞
２０１７年１１月〜２０１８年２月
以上
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