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車載電装システムの世界市場を調査
ＡＤＡＳは２０１７年に１兆円突破の見込、２０２５年は２兆３,４２６億円へさらに拡大の予測
自動運転システムは２０１７年に発売され緩やかに拡大、２０２５年に６,１５７億円の予測
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、ＥＶシフトをキーワードに環境対策強化による電装システムの普及、システムにおけるセンサ
ーなどデバイス搭載数の増加で拡大が予想される車載電装システムの世界市場を調査した。その結果を「車載電装
デバイス＆コンポーネンツ総調査 ２０１８ 《上巻：システム／デバイス編》
」にまとめた。
この調査では、パワートレイン系、ＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶ／ＦＣＶ系、走行安全系、ボディ系、情報通信系の車載
電装システム２０品目と情報機器３品目の世界市場を地域別に調査・分析した。加えて、それらを構成するデバイ
ス＆コンポーネンツ２７品目の市場についても、車載電装システムでの搭載数の変化を加味し、今後を予測した。
なお、システムの制御を司るＥＣＵとその構成デバイス市場についての調査・分析結果は「車載電装デバイス＆
コンポーネンツ総調査 ２０１８ 《下巻：ＥＣＵ関連デバイス編》
」でまとめており、今後発表する。
＜注目車載電装システム市場＞
◆ＡＤＡＳ／自動運転システムの世界市場
ＡＤＡＳ（Advanced Driving Assistant System）は、カメラやレーダーからのセンシング情報をドライバーに
警告、または自動で制御を行う安全支援システムで、 ＡＥＢ(衝突被害軽減ブレーキ)やＡＣＣ（定速走行・車間
距離制御装置）などの各機能の総称である。一方、自動運転システムは、センシングデバイスを用いて周辺環境
の検知・認識を行い、自動制御を可能とする技術で、ＡＤＡＳの延長線上に位置する。
自動化レベルをベースに、 運転支援なし(レベル 0)
Ｓ、 条件付き自動化(同 3)

高度な自動化(同 4)

安全運転支援(同 1)

部分的な自動化(同 2) をＡＤＡ

完全自動化(同 5) を自動運転システムとした。
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ＡＤＡＳは自動車メーカーが大衆車での搭載を進めており、
軽自動車などでも安全運転支援が可能となるレベル
１のシステムの採用が増えている。また、２０１７年より部分的な自動化を可能とするレベル２のシステムを搭載
する車両が続々と登場しており、オプションながらユーザーの選択率も高い。市場は２０１７年に１兆円の大台を
突破すると見込まれ、今後も低価格化や機能の向上、ユーザーの認知度アップにより安定して拡大し、２０２５年
には２０１６年比２.８倍の２兆３,４２６億円が予測される。

自動運転システムは２０１７年に条件付き自動化を可能とするレベル３のシステムが量産車両へ搭載された。
し
かし、自動運転車の走行を前提とした法整備が進んでおらず、現状ではハンドルやブレーキ、アクセルから手足を
離して走行することはできない。
そのため当面は各自動車メーカーが自社技術の象徴としてレベル３以上のシステ
ムをフラグシップ車両にオプション搭載するかたちで市場が構築されるとみられる。
法整備が進むことで搭載車両の増加が期待され、
自動運転システムの構成比が２０２０年以降徐々に上昇すると
みられるが、
高価格であるため多くのユーザーが選択できる環境になるのは２０２５年より先になると予想される。
そのため比較的安価に安全性向上を図ることができるＡＤＡＳが２０２５年時点でも８０％近くを、
数量ベースで
も９７％の大多数を占めるとみられる。
◆ドライバーモニタリングシステムの世界市場
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車載カメラやセンサーなどを使用して、ドライバーの状態を検知するシステムである。欧州の自動車メーカーが
中心となって操舵角センサーを用いた居眠り検知システムの搭載を進めており、
日本では赤外線カメラを用いたシ
ステムが高級車や大型トラック・バスで搭載されている。
Ｅｕｒｏ−ＮＣＡＰ（欧州新車アセスメントプログラム）において、居眠り運転対策や車内での子供放置対策が
近々アセスメント対象となる見通しであり、
ドライバーモニタリングシステムは高級車での搭載から徐々に大衆車
へ普及していくとみられる。また、自動運転の中でも条件付き自動化が可能となるレベル３の段階では、自動運転
から緊急時のドライバー運転への切り替えが必要となるためドライバーのモニタリングが欠かせない。そのため、
自動運転システムと共にドライバーモニタリングシステムの搭載が先進国を中心に進むとみられ、
２０２５年には
２０１６年比６.１倍の１,０１４億円が予測される。
＜調査結果の概要＞
■車載電装システムの世界市場
２０１７年見込
２１兆

２０１６年比

８６３億円

２０２５年予測

１０８.１％

３５兆

４０４億円

２０１６年比
１７９.６％

２０１７年の市場は、２１兆８６３億円が見込まれる。パワートレイン系システムの比率が大きく７兆６,１２
９億円、走行安全系システムが４兆７,７６７億円、ＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶ／ＦＣＶ系システムが１兆９,１５４億円
となり、環境や安全に関わるシステムが市場の６８％を占める。
２０２５年の市場は２０１６年比７９.６％増の３５兆４０４億円が予測される。年平均成長率（2016‑2025）が
１０％を上回るのは、アイドリングストップ／回生システム、ＨＶ／ＰＨＶシステム、ＥＶ／ＦＣＶシステム、Ａ
ＤＡＳ／自動運転システム、ドライバーモニタリングシステム、ヘッドアップディスプレイ、車外通信システムな
どであり、特にＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶ／ＦＣＶ系システムが大幅に伸びることから、環境や安全に関わるシステムの
構成比は７２％に上昇するとみられる。
エリア別には、自動車生産台数の多いＥＵやＮＡＦＴＡの市場が大きいが、今後は中国やその他の地域の市場が
自動車生産台数増加にともない拡大していく。
日本市場はパワートレイン系システムが１兆円を超えており、高い構成比を占める。今後ＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶ／
ＦＣＶ系システムの搭載が進み２０２２年にはパワートレイン系システムを上回る規模になると予想される。
本件に関するお問合せ：広報課

（Tel.03‑3664‑5697

Fax.03‑3664‑5842またはmail address：koho@fk‑m.co.jp）

中国市場はＥＶの普及が他のエリアより進んでいるため、
ＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶ／ＦＣＶ系システムの構成比が高
い。２０１８年にもＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶ／ＦＣＶ系システムの規模が１兆円を超えると予想されるが、環境対応車
以外の自動車需要も旺盛なことから、パワートレイン系システムの規模を上回るのは２０２５年以降とみられる。
■デバイス＆コンポーネンツの世界市場
２０１７年見込

２０１６年比

２０２５年予測

２０１６年比

センサーモジュール／
アクチュエーター

４兆７,９４３億円

１０６.４％

７兆３,５９９億円

１６３.３％

表示／入力系デバイス

１兆３,７３５億円

１０９.３％

２兆１,１３４億円

１６８.２％

HV/PHV/EV/FCV/
環境対策関連デバイス

２兆５,１１６億円

１２２.３％

６兆９,８０３億円

３.４倍

合計

８兆６,７９５億円

１１１.０％

１６兆４,５３６億円

２.１倍

※市場データは四捨五入している

最も規模が大きいセンサーモジュール／アクチュエーターは、
様々なシステムでの需要が期待されることから２
０２５年に２０１６年比６３.３％増の７兆３,５９９億円が予測される。
パワートレイン系システムでは燃費向上の観点からエンジンの熱効率を向上させる開発が継続的に行われてお
り、電子制御システムや電動システムの搭載が進むことで小型モーターやセンサーの採用が増えている。また、走
行安全系システムではレーダーセンサーなどの周辺監視センサーや慣性センサーが搭載されており、
自動運転シス
テムの開発により多種多様なセンサーの搭載が進むとみられる。
ボディ系システムでは従来の手動操作からスイッチによる電動制御に置き換わることで、
小型モーターの搭載が
増加しており、さらに電動化から自動制御が進むことで、小型モーターに加えてセンサーの需要も増加していくと
みられる。
表示／入力系デバイスは２０２５年に２０１６年比６８.２％増の２兆１,１３４億円が予測される。
運転時の快適性の追求からドライバーがストレスフリーで運転できる環境が望まれているが、
近年ドライバーが
運転する際の情報量が増加している。
情報通信系システムでドライバーに的確なタイミングで情報を提示する必要
性が増しており、その一環で液晶ディスプレイを利用した情報表示が増加している。
最も伸び率が高いＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶ／ＦＣＶ／環境対策関連デバイスは、２０２５年に２０１６年比３.４倍
の６兆９,８０３億円が予測される。
ＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶ／ＦＣＶ系システムでの二次電池やモーターなどの専用デバイス搭載に加え、
パワートレイ
ン系システムでもアイドリングストップ／回生システムの普及により専用の補助電源やモータージェネレーター
など環境対策関連デバイスの採用が進んでいる。ＥＶシフトの風潮はあるものの、当面エンジンマネジメントシス
テムが主流のパワートレインとして搭載されるため、環境対策は変わらず重要視され、開発が続けられていくとみ
られる。
＜調査対象＞
車載電装システム
パワートレイン系
ＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶ／ＦＣＶ系
走行安全系
ボディ系
情報通信系
本件に関するお問合せ：広報課

・エンジンマネジメントシステム
・アイドリングストップ／回生システム
・ＨＶ／ＰＨＶシステム
・ブレーキ制御システム
・ステアリング制御システム
・ＡＤＡＳ／自動運転システム
・ボディ統合制御システム
・エアコンシステム
・車載メーターシステム
・ＩＶＩシステム
・ＨＵＤ
（Tel.03‑3664‑5697

・変速制御システム
・ＥＶ／ＦＣＶシステム
・エアバッグシステム
・タイヤ空気圧警報システム
・ドライバーモニタリングシステム
・ヘッドランプシステム
・電子キーシステム
・車内外通信システム
（路車／車車間通信・eCall）
・車内ネットワークシステム

Fax.03‑3664‑5842またはmail address：koho@fk‑m.co.jp）

情報機器
・カーナビゲーション機器
デバイス＆コンポーネンツ

・カーオーディオ／ディスプレイオーディオ

・流量センサー
・ガス濃度センサー
センサーモジュール／
・電流センサー
アクチュエーター
・ＴＰＭＳセンサーモジュール
・超音波センサー
・タッチパネル
・タッチセンサー
・ハプティックデバイス
表示／入力系デバイス
・ＬＥＤ
・液晶ディスプレイ（TFT）
・インバーターモジュール
ＨＶ／ＰＨＶ／ＥＶ／ＦＣＶ／ ・ＤＣ−ＤＣコンバーター
・モーター
環境対策関連デバイス
・二次電池

・ＥＴＣ／ＤＳＲＣ車載器

・車載カメラ
・レーダーセンサー
・レーザースキャナー（LiDAR）
・小型モーター
・インジェクター
・有機ＥＬ
・車載マイク
・車載スピーカー
・自動車アンテナ
・車載用充電器
・モータージェネレーター
・補助電源
・過給機

＜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１０月〜２０１８年１月

以上
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「車載電装デバイス＆コンポーネンツ総調査 ２０１８ 《上巻：システム／デバイス編》
」
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