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２０１８年上半期リリース 富士経済グループ市場調査結果
◆防災食品 ２０２１年 １９５億円 備蓄需要と賞味期限による買い替えが重なり拡大
◆ヒト協調ロボット ２０２５年 ５,９００億円 製造業から非製造業へ需要が広がる
◆車載電装システム ２０２５年 ３５兆円 環境・安全にかかわるシステムがけん引

フィールドリサーチの富士経済 富士キメラ総研は、調査・分析してまとめた市場調査資料の結果をプレスリリ
ースで発表し、多様な市場の動向・将来予測を発信しています。
このたび、２０１８年上半期（１月～６月）に発表した５６の市場調査結果を注目のキーワードを軸に分野別に
一覧にまとめました。
２０１８年上半期リリース 富士経済グループ市場調査結果
【食品・フードサービス】
キーワード

市場予測

対象 発表

滋養・強壮訴求食品

18 年 2,036 億円 疲労感の軽減訴求で中高年需要獲得

国内 1/11

レトルトカレー

22 年 926 億円

簡便性・時短需要を取り込み好調

国内 2/13

サラダチキン(市販用)

22 年 311 億円

糖質オフ、ダイエット関連メニューで人気

国内 2/23

防災食品

21 年 195 億円

備蓄需要の増加と買替え特需で拡大

国内 3/1

ダイエット訴求食品

18 年 1,536 億円 プロテイン配合タンパク質補給商品伸びる

国内 3/12

甘酒

22 年 323 億円

熱中症予防・美容健康効果の認知広がる

国内 3/20

加工食品全体(411 品目)

22 年 22.9 兆円

高付加価値・高品質商品が伸びる

国内 4/5

機能性表示食品

18 年 1,975 億円 ヘルスクレームを活用し店頭で存在感増す

国内 5/15

スイーツ

18 年 1.4 兆円

国内 5/28

リキッドコーヒー

18 年 2,172 億円 パーソナル PET タイプで新商品投入続く

国内 6/4

H・B フーズ全体

18 年 2.4 兆円

国内 6/25

CVS・量販店は伸びるも市場は縮小
機能性表示食品の台頭が拡大に寄与

【医薬品・臨床検査・医療機器】
キーワード
医療用医薬品全体

市場予測
24 年 9.6 兆円

オンライン診療システム/サービス 25 年 42 億円

抗がん剤が今後の拡大をけん引
都市部の遠隔診療が実質解禁され拡大

対象 発表
国内 1/29
国内 3/8

ジェネリック医薬品

21 年 1.2 兆円

バイオシミラー、オーソライズドジェネリックも伸長 国内 4/3

医療ビッグデータ分析サービス

25 年 170 億円

カルテデータのマーケティング等の活用広がる 国内 5/24

イムノアッセイ

18 年 検査数は前年比微増、検査薬は同微減

国内 5/30

【化粧品・トイレタリー】
キーワード

市場予測

対象 発表

スポットケアスキンケア化粧品

18 年 509 億円

シワ改善効果訴求商品が好調

国内 5/2

UV 防御材料

21 年 93 億円

サンスクリーン以外の採用広がる

国内 5/7

ヘアカラー

18 年 1,422 億円 高彩度な髪色にできるカラー人気

国内 6/12

ポイントメイク

18 年 2,685 億円 SNS などを活用した販促で活性化

国内 6/26

【家電・AV 機器】
キーワード

市場予測
累計 5,128 万台で世帯普及率 95%

対象 発表

4K・8K 対応 TV(国内)

25 年 820 万台

ロボット掃除機

22 年 1,423 万台 掃除機全体の 13%を占める

世界 2/28

ヘアドライヤー

18 年 217 億円

国内 3/30

高価格商品が人気、市場の半数近くに

世界 2/20

【情報・通信機器・ネットワーク】
キーワード
AI ビジネス

市場予測
30 年度 2.0 兆円 金融業に加え製造業で実用化進む

対象 発表
国内 1/12

クラウド型決済プラットフォーム 22 年 1,420 億円 インバウンド対応の一環などで導入進む

国内 1/22

働き方改革関連ソリューション

21 年度 869 億円 労働環境改善・生産性向上を目的に導入進む

国内 3/2

クラウド型 SI

21 年度 4.9 兆円 パブリッククラウドが拡大けん引

国内 4/5

IaaS/PaaS

22 年 8,500 億円 メガクラウドサービスの普及で需要増加

国内 4/6

スマートフォン

22 年 15.9 億台

世界 4/23

5G 対応基地局

23 年 4.2 兆円(5G 化率：80.1%) スモールセル基地局がけん引

このうち 5G 対応は 3.1 億台

世界 6/21

【電子部品・デバイス】
キーワード

市場予測

対象 発表

照明制御・ソリューション
フレキシブル/プリンテッド/
有機エレクトロニクス製品
ノイズ抑制シート

25 年 2,045 億円 10 年間で倍増、異業種プレーヤー参入

国内 1/15

SiC パワー半導体

30 年 2,270 億円 自動車・電装分野の伸びに期待

世界 3/9

フォルダブルディスプレイ用
タッチパネル

22 年 600 億円

世界 3/13

30 年 8.9 兆円

中小型 AMOLED がけん引、フレキシブル化進展 世界 2/5

21 年 724 億円

ワイヤレス充電、ADAS 向けなどがけん引

20～21 年に採用スマホの量産本格化

世界 2/16

【FA・制御機器・産業機械】
キーワード

市場予測

対象 発表

金属 3D プリンタ

22 年 1,595 億円 海外で研究開発から部品製造へ用途広がる

世界 1/26

ヒト協調ロボット

25 年 5,900 億円 中国などアジアの伸びが拡大けん引

世界 3/26

パワーアシスト・増幅スーツ

25 年 128 億円

世界 4/16

FA ロボット用減速機

25 年 1,900 億円 ロボットによる自動化ニーズ増加で拡大

工場・物流・建設分野でも需要増加

世界 4/25

【自動車】
キーワード

市場予測

対象 発表

一般車両用ドライブレコーダー

22 年 5,902 億円 認知度高まり世界各国で拡大

世界 2/1

コネクテッドカー(乗用車)

35 年 1.1 億台

新車販売ベースで 96%がコネクテッドカーに

世界 2/27

車載電装システム

25 年 35 兆円

環境や安全に関連するシステムがけん引

世界 3/15

車載 ECU

25 年 15 兆円迫る システム単位での提案可能なメーカー優位

世界 4/13

PHV,EV

35 年 PHV1,243 万台、EV1,125 万台 中国がけん引

世界 6/14

【住宅・住宅設備】
キーワード

市場予測

対象 発表

住設建材

23 年度 4.9 兆円 省エネ/創エネなどがけん引し拡大

国内 5/21

買取再販住宅

20 年度 35,700 戸 集合住宅の中古物件流通活性化

国内 6/5

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）

【建築・エンジニアリング】
キーワード

市場予測

対象 発表

空調・熱源アフターサービス

20 年度 2,781 億円 省人化・省力化ニーズと IoT 活用で拡大

国内 1/30

スマート農業関連

25 年 123 億円

国内 5/14

企業や若年世代が積極的に ICT 導入

【エネルギー】
キーワード

市場予測

対象 発表

新電力の販売電力量

25 年度 1,547 億 kWh 新電力のシェア 20%超え

国内 1/31

水素発電向け水素燃料

30 年度 1,008 億円 発電システム本格稼働で 20 年度以降拡大

国内 3/23

電力貯蔵システム向け電池

30 年 1.3 兆円

系統安定化・DR&VPP 用電源等でニーズ広がる 世界 5/17

【マテリアル・プラスチック】
キーワード

市場予測

PAN 系 CFRP/CFRTP

30 年 4.4 兆円

対象 発表

航空機用に加え自動車用も大幅伸長

世界 2/7

エラストマー系ホットメルト接着剤 22 年 336 億円

高齢化・介護需要で紙おむつ向け伸長

国内 2/15

UV 硬化型インクジェットインキ

多品種小ロット対応の強み生かし成長続く

世界 5/31

22 年 13.0 億ドル

【流通・サービス】
キーワード

市場予測

対象 発表

EC(物販)

19 年 8.9 兆円

アパレル、食品、生活雑貨の伸びが顕著

国内 2/19

ペット保険(契約件数)

18 年 167 万件

認知度向上と参入企業増加で活性化

国内 4/26

プレスリリースは富士経済グループのＷｅｂサイトでも公表しています。
http://www.group.fuji-keizai.co.jp/
<報道関係の方へ> プレスリリースのメール送付希望の方は、
koho@fk-m.co.jp までご連絡ください。

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）

