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（エグゼクティブ・サマリー）



1及び2．鋳造・鍛造
調査スコープ

 様々な業界の構造が変化する中、サポーティングインダストリーとしての基盤等に懸念はないかという点を出発点に、企
業データベースを活⽤した業界構造に係る調査を⾏った。

（調査分析手法）
• データベースの機能を⽤い、鋳

造・鍛造に係る企業を抽出。
• 鋳造・鍛造の主要ユーザー業界

である⾃動⾞、航空機、建機産
業の主だった企業をリストアップ。

• 上記にて特定した関連企業の相
関データファイルを⽤い、コア企業
と取引の有無を2次販売先まで
を確認。

• 個社ごとに取引の有無をフラグ化
するとともに、業界・業種別にマト
リックスを作成。

• 加点⽅式（⼀次取引先︓10
点、⼆次取引先︓1点、⼀次・
⼆次取引先︓11点）を採り、
各業界の分布等の分析を⾏っ
た。

（主な分析結果）
 ⾃動⾞、航空機、建機のいずれの業界においても、複数の⼤⼿ユーザーと取引関係を持つ鋳造メーカーは限定的で、特に航空業界は

NADCAP認証等の関係もあり、その傾向が顕著に表れている。
 ユーザー⾃身が業界の構造変化に晒されており、「グローバル展開の拡⼤」、「イノベーションの創出」に向けた動きを加速化している。親密先に

依存した受け身の体制ではなく、業界を超えた事業展開により技術革新の目をいち早くグリップする等、攻めの姿勢への転換が従来にも増して
求められていくものとみられる。

（合計点） （計632社） （割合） （合計点） （計1,271社） （割合） （合計点） （計318社） （割合）
100〜 5 100〜 100〜
90〜99 4 90〜99 90〜99
80〜89 11 80〜89 80〜89
70〜79 14 70〜79 70〜79
60〜69 34 5.4% 60〜69 60〜69
50〜59 32 5.1% 50〜59 1 50〜59
40〜49 76 12.0% 40〜49 2 40〜49
30〜39 45 7.1% 30〜39 4 30〜39 2
20〜29 158 25.0% 20〜29 26 2.0% 20〜29 7
10〜19 234 10〜19 148 10〜19 53
1〜9 19 1〜9 1090 1〜9 256

（合計点） （計247社） （割合） （合計点） （計244社） （割合） （合計点） （計141社） （割合）
100〜 100〜 100〜
90〜99 90〜99 90〜99
80〜89 80〜89 80〜89
70〜79 70〜79 70〜79
60〜69 60〜69 60〜69
50〜59 3 1.2% 50〜59 50〜59
40〜49 3 1.2% 40〜49 40〜49
30〜39 4 1.6% 30〜39 30〜39 3
20〜29 25 10.1% 20〜29 8 3.3% 20〜29 5
10〜19 47 10〜19 46 10〜19 33
1〜9 165 1〜9 190 1〜9 100

⾃動⾞業界 航空機業界 建機業界

鍛造

5.7%

85.8% 96.7% 94.3%

40.0% 97.4% 97.2%

鋳造

⾃動⾞業界 航空機業界 建機業界

5.4%

0.6%

2.8%
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（量産品への3Dプリンタ適⽤を進めるためのポイント）
 （設計）3Dプリンタの適⽤領域の明確化、DfAMの活⽤。
 （装置・材料・ソフトウェア）造形速度の向上、造形可能な材料の拡⼤、部品品質・精度（後処理）の改善、品質保証技術の確⽴等、

様々な技術課題が残されており、全体最適化に向けて今後も産学官挙げての取り組みを加速していく必要がある。中⻑期的にはマルチマテ
リアル化の実現、CSPの要素技術としての確⽴が重要。

 （ビジネスモデル）リアルデータ・プラットフォームの構築、導入支援サービスの提供など「製造」+「サービス」。

3．３Dプリンタ

（提言）
 （上記要因①、②、⑤への対応）体系的・継続的な研究開発支援プログラムの策定

 （上記要因③、⑤、⑥への対応）特定テーマ・技術課題に対応する研究開発組織・拠点の整備とネットワーク化

 （上記要因④への対応）人材育成の加速

調査スコープ  ⽇本の製造現場（主に量産現場）における3Dプリンタの普及に向けてとるべき⾏動のポイントを調査

（市場規模と日本企業のシェア︓現状）
 2017年の世界の3Dプリンタ市場規模は、前年⽐18.4％増の

27万台となった。⽇本企業の占める割合は3.5％である。（メー
カー出荷数量ベース）

（市場規模と日本企業のシェア︓将来の⾒通し）
 2021年の世界の3Dプリンタ市場規模は48万台を予測

（2015〜2021年のCAGR16.7％）。⽇本企業の占める割
合は、2021年に2.0％にまで縮⼩する⾒通しである。（メーカー
出荷数量ベース）

（欧米での量産品への3Dプリンタ適⽤推進）
 欧米では3Dプリンティング（積層造形）技術を対象とした中⻑期のロードマップを策定。このロードマップに即して設計から装置・材料、モニタ

リング技術等までに係る数多くの研究開発プロジェクトが⾏われている。
 欧米企業は独⾃の技術や知⾒・ノウハウを活かした装置・材料の低価格化、オペレーションコスト削減、量産化への移⾏支援などにより、3D

プリンタの量産適⽤へのハードルを下げている。

（量産品への3Dプリンタ適⽤が進まない要因）
①従来工法を前提としたエンジニアリングチェーンの確⽴
②航空宇宙、防衛等の産業規模が⼩さい
③新技術の導入に慎重

④3D設計の⼈材不⾜
⑤要素技術の開発が発展途上
⑥規格・標準化の未整備 ※①〜④は⽇本特有（欧米との⽐較）、⑤〜⑥は世
界共通



４．航空機電動化
調査スコープ

 航空機の電動化について、その動向を整理するとともに、要素技術・課題を抽出する。

（現状）
 2021年より「国際⺠間航空のためのカーボン・オフセット及び削

減スキーム（GMBM）」のパイロットフェーズがスタートする予定。
 航空会社にとって、温室効果ガスをどのように削減していくかは重

要な経営課題。
 従来技術の向上による改善だけでは⼤幅なCO2排出量の削減

が⾒込みにくく、バイオ燃料や⽔素燃料の使⽤に加え、電動化に
向けた取り組みが世界的に活発化。

 これまでの「装備品の電動化（MEA）」の取り組みに加え、「推
進系の電動化」に対する注目度が⾼まる。

 航空機のCO2排出量削減に⼤きな寄与が⾒込める旅客機推
進系の電動化が最終的なゴールと位置付けられるが、技術的に
要求ハードルが⾼く、最近は技術リスクが⽐較的低い細胴機
（シングルアイル）以下のサイズを対象とした電動化プロジェクト
が増加している。

 その⼀⽅で、⼩型プロペラ機やビジネスジェット機といった⼩型飛
⾏機の電動化は形式証明取得に関するレギュレーション（FAR 
Part23）が整備され、本格実⽤化が近づく。

 新興メーカーの動きも目⽴つ。

 ⽇本では2018年7月に産学官連携の促進を目的とした「航空
機電動化（ECLAIR）コンソーシア」が発⾜。⾼出⼒密度モー
タ等、技術開発グループの活動もスタート。すそ野拡⼤による研
究開発基盤の強化が期待される。

（要素技術・課題）
 推進系の電動化の⽅式としては純電動化、シリーズハイブリッド、

パラレルハイブリッドがある。
 旅客機（細胴以下）をターゲットとした場合、従来の

Tube&Wing形態を踏襲でき、かつ出⼒規模も⽐較的⼩さく抑
えることが可能なパラレルハイブリッド⽅式が有⼒とみられている。

 航空機の「飛⾏⾼度」によって異なる技術課題があるが、旅客機
推進系の電動化では、「⾼出⼒密度化」が⼀番の課題と位置
付けられている。また、⾼⾼度領域での「耐放電・耐放射線」も
重要な技術要件となっている。

重
要
技
術
課
題

電動要素における「⾼出⼒密度化」

電動機
発電機

パワエレ

バッテリー

その他

数MW級のモータをいかに⼩型・軽量化するか、モータ構造はも
とより、機電⼀体化等と合わせた開発が焦点。
発電機では現状5kW/kgの出⼒密度を⼤幅に⾼める必要が
あるが、200〜300℃の耐熱性も要件となる。冷却機構を含
め、幅広い課題に対応することが求められる。

推進系の電動化では⼤容量（数MW〜数⼗MW）、⾼電圧
（ACDC1000V〜）の技術が求められる。鉄道向けに実⽤化
されているSiCモジュールが有⼒も、遮断器の⼤型化や耐放電・
耐放射線に課題。

⾼安全性（難燃性、耐衝撃性）の観点から全固体電池が有
⼒も、容量かつエネルギー密度が⼗分でなく、今後の研究開発
の進展が待たれる。海外ではLi-S電池での取り組みもみられ
る。
⾼電圧対応配線・コネクタの⼩型・軽量化等、開発ニーズは多
⽅面に亘る。
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（課題）
 海洋だけでなく、⼤気中にもMPFが浮遊しており、測定の過程で混入し区別がつかない。 ⇒正確に繊維くずを抽出するのは困難
 MPFの調査においては、プラスチック全体を捉えた対策も必要。 ⇒産官連携による対応を推進中

5．マイクロプラスチックファイバー
調査スコープ

 海洋汚染の原因となるマイクロプラスチック(MP)、 特に洗濯時に漏出する繊維くず(マイクロプラスチックファイバー
/MPF)を巡る流出源、計算指標、排出量予測に関する国内外の研究動向を調査。

（背景）
 海洋へ漏出したMPは回収が困難な上、有害な化学物質を吸

着することにより⽣態系へ及ぼす影響が懸念される。
 2019年8月のビアリッツサミットで海洋におけるMPの⼀次汚染の

最⼤35%の原因であるMPFの環境負荷を削減することが明
記。

（文献調査による情報分析）
 MPFの排出量に関して、洗濯時にある⼀定量のMPFが漏出して

いる点は共通するもののが、測定⼿法が統⼀化されていない。
 欧米と⽇本では洗濯機の種類が違うため、MPF漏出量にも影響

を与えるとみられるが検証報告は確認できなかった。
 排⽔処理施設では晴天時に99%除去されると言われるが、⽇

本では合併処理が多く⼤⾬時にはそのまま放流される。
 MPFが直接⼈体へ影響を与えたという実例報告は無いが、添加

剤には注意が必要。

（欧米の動向）
 欧州委員会(EC)、国連環境計画(UNEP)、国際⾃然保護連合(IUCN)などの国際団体などのインフルエンサーがMPF問題においてリー

ダーシップを発揮。
 ファッションパクト、プラスチック・リーク・プロジェクトなど官⺠連携によるプロジェクトも続々開始。
 欧州標準化機構（CEN)や米国繊維化学技術・染色技術協会(AATCC)では測定⼿法の標準化への動きが進む。
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6．QOL向上等に資する生活製品関連技術把握
 本調査では社会ニーズに資する⽣活製品関連技術等について、ニーズとシーズの両面から調査し、それらにおける重要技術を特定しつつ、

実⽤化普及に向けた課題などを把握することを目的とした。
 具体的には、2040年をターゲットイヤーに据え、望ましい社会の未来像を描くとともに、その実現に必要な望ましい重要技術を特定する

「バックキャスト」、現在を起点とした重要技術を特定し、その発展によってどのような社会が実現できるのかを把握する「フォーキャスト」の両⽅
向から調査を進め、その差分（実⽤化・普及に向けた課題）を明らかにする。

日本社会の未来像と
ニーズの検討（2040

年）

ニーズに対応する生活
製品関連に関わる重要

技術の特定

重要技術における我が
国のポテンシャルと課

題を調査

生活製品関連に関わ
る優れた新技術等の

特定

特定した新技術等の
普及・拡大に伴う日本
社会の未来像の検討

日本社会の未来像実
現に向けた課題等を

調査

ニーズ型調査

シーズ型調査

2040年における
「社会の未来像」と

「科学技術の未来像」

【調査フロー】
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6．QOL向上等に資する生活製品関連技術把握
 前掲のように、本調査では2040年をターゲットイヤーに据え、望ましい社会の未来像を描き、その実現に必要な望ましい重要技術を特定す

る「バックキャスト」、現在を起点とした重要技術を特定し、その発展によってどのような社会が実現できるのかを把握する「フォーキャスト」の両
⽅向から調査を進め、その差分（実⽤化・普及に向けた課題）を明らかにすることを目的とした（下図の緑色の文字・矢印）。

 しかしながら、現在を起点とした重要技術が2040年にどこまでの発展を遂げているかの把握が困難であることなどから、バックキャストの視点
で現在の重要技術を例⽰し、望ましい社会を実現するために必要な当該技術のポテンシャルや課題を把握することとした（下図の⻘色の
文字・矢印）。

（出所）文部科学省「第11回科学技術予測調査をもとに矢野経済研究所作成
9



7．クモの糸
調査スコープ

 クモ糸の現状、将来の⾒通し、参入企業動向について調査を実施。

（現状）
 クモ糸とは、化学的もしくは⽣物的に⼈工合成したタンパク質を

紡糸した繊維。欧米ではスパイダーシルク（Spider silk）と呼
ばれることが多い。

 ⽇本では⼈工クモ糸、合成クモ糸繊維と呼称されているが、
Spiberは“構造タンパク質”の名称を使⽤するようになっている。

 ⽇本ではSpiberが、ファッション・アパレル向けに展開している⼀
⽅、欧米ではクモ糸タンパク質の⽣分解性と⽣体適合性を活か
した外科縫合糸、抗菌コーティング剤、機能性化粧品など、医
療・ヘルスケア分野向けアプリケーションを中心とした展開が進
む。

 製品化がいち早く進んだ機能性化粧品では純植物性、生分解
性がPRされている。

 繊維のほか、パウダー、ゲル、フィルムなど形状の多様化も進んで
いるが、クモの糸の特性を人工的に再現した“人工クモ糸”とし
ての展開は発展途上。

（将来の⾒通し）
 「次世代のスーパー繊維」とも目された“⼈工クモ糸”の展開として

は、複合材の強化繊維が挙げられるが、これまでのところ単体で
強化繊維として成果が上がっている例はあまり⾒られず、研究開
発段階に止まる。

 米国で進められていた防護服関連の取り組みもその後の展開が
クリアになっていない。

 独企業は欧州航空機メーカーとパートナシップを締結（2019年
12月）、航空機の外装・内装向け⾼機能材料を開発していくと
発表しているが、あくまでも先⾏開発的な位置づけとみられる。

 当面は化粧品、医療⽤品での取り組みのほか、ファッション・ア
パレルでの応⽤を中心に進んでいくものとみられる。

 ファッション・アパレルはアニマルフリーを含め、サステイナブルな素材
に対する感度が⾼まってきていることから、⼈工クモ糸の量産化が
進み、コストが低下すれば、有効なオプションになる可能性がある。

（参入企業）
 主なメーカーとしては日Spiber、独AMSilk、米Kraig Biocraft Laboratories、米BoltThreadsが挙げられる。
 ファッション・アパレル業界における試作品をはじめ、医療、化粧品、⾃動⾞、航空宇宙、建築、軍事など幅広い分野におけるアプリケーション

開発が進められてきたが、各社とも今のところ数億円レベルの事業に止まっているものとみられる。
 しかし、⽇Spiber、米Kraig Biocraft Laboratoriesが量産プラントの建設に着⼿する等、本格的な事業化に向けた動きが活発化して

きている。
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（懸念・リスク・課題）
 商⽤⾞が主戦場となる可能性。台数が⾒込みにくい商⽤⾞ではグローバルシェア＝コスト競争⼒が強まる⽅向。
 ⽇本のFC関連の部材メーカー、⼀部を除き、海外需要開拓に遅れ。競争⼒の相対的な低下に懸念。
 特に中国市場に対し、どのようにアプローチしていくかが重要。
 ⽇本国内におけるFCセル・スタックメーカーの不在が響きかねない可能性も。

8．⾞載燃料電池

FCトラック・バスの導入加速化に向けた⻘写真を強化。
独Bosch、仏Faureciaと同じ土俵で戦えるFCセル・スタックメーカーの育成。

調査スコープ
 ⾞載燃料電池の現状、将来の⾒通し
 FCVに係るサプライチェーン

（現状）
 世界におけるFCV（乗⽤⾞モデル）の導入台数は2018年時

点で1万台程度。 ※次世代⾃動⾞振興センター等のデータを基に
YRI推計。

 インフラの問題もあり、米国、⽇本、欧州（ドイツ、フランス等）、
韓国と限られた国・地域での導入にとどまる。

 トヨタ、現代、ダイムラー、ルノーがモデル投入等の積極的な動き
を⾒せる⼀⽅、ホンダ、⽇産がFCVの投入計画を延期・凍結す
る等、乗⽤⾞についてはOEMメーカー間で温度差。

（将来の⾒通し）
 米国カルフォルニア州等、政策的な後押しを受け、FCV導入に弾

みがつきつつある国・地域も。特に注目すべき動きとして、中国、
韓国の取り組みが挙げられる。

 中でも、⼤型の商⽤⾞（トラック、バス）の電動化のツールとし
て、航続距の⻑さや充填時間の短さ、⽔素ステーションの整備の
しやすさ等から、燃料電池に対する注目度が俄かに⾼まる。⼤型
商⽤⾞（トラック・バス）の取り組みが欧米、中国で活発化の⾒
通し。

（サプライチェーン）
 これまでは、OEMメーカーによる内製化を中心としたクローズドなサプライチェーン。
 市場規模の面からも、⾜元での新たな投資の動きは、⽔素タンクや電極触媒に限定される。
 独Bosch、仏Faurecia、独ElringKlinger等、部品メーカーによるFCセル・スタック技術の取り込みの動きが顕在化。
 セル（MEA）では、今後ターンキー化の可能性も（製造装置メーカー）。 技術的には

コストダウンが
最優先課題
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9．ARVR（遠隔操作）
調査スコープ

 AR/VRに関連した技術として“遠隔操作”に注目。
 AR/VRが“遠隔操作”にもたらす可能性を俯瞰するとともに、最先端遠隔操作技術の開発企業を調査。

（現状）
 テレイグジスタンスやテレプレゼンス等の⾼度作業が可能な遠隔

操作ロボットの注目度が俄かに⾼まっている。
 遠隔操作⾃体は古くより各種の通信技術を⽤いたものが実⽤化

されているが、昨今のAR/VR等の技術進展により、⾼い臨場感
を持ってロボットを操作することができるようになってきていることが
背景にある。

 ⾼度な遠隔操作の実⽤化に向けた取り組みが⼤学、研究機関
だけでなく、企業の間でも活発化してきている。

（アプリケーション）
 遠隔操作の事例としては、手術支援ロボットに代表される医療・

ヘルスケアや、宇宙探索等の極限作業のロボットへの置き換えが
これまでは中心であった。

 しかし、“空間共有”に適する、リッチなHMIを実現することのでき
るAR/VRをグラフィカルインターフェイスに⽤いることで、ロボット
ティーチングや現場オペレーション等への適⽤拡⼤が期待されて
いる。

（開発企業）
 ⽇本では、ロボットティーチング、現場オペレーションへの活⽤を想定した取り組みが活発。トヨタやANA、沖電気、川崎重工等の⼤⼿企業に加

え、TelexistenceやGITAI、MELTIN MMI、Mira Robotics、海⾺等、スタートアップ企業もアクティブな動きを⾒せている。

（技術課題）
 遠隔操作型ロボットシステムの実現には、ロボティクス、AR・VR、センサー、通信（5G含む）、ハプティクス技術（触⼒覚技術︓利⽤者に

⼒、振動、動きなどを与えることで⽪膚感覚フィードバックを得るテクノロジー）等を⾼度に統合する必要がある。
 また、モーショントラッキングや深度認識、エリア・ラーニング、SLAM（Simultaneous localization and mapping）などの空間認識技

術も重要。中でも、SLAMはカメラ画像やセンサ情報を⽤い、リアルタイムで3D地図の作成や⾃己位置推定が可能な3D空間認識ソフトウェ
ア技術として世界で開発競争が激化している。

 ⼈工知能技術と組み合わせ、⼈間の指⽰無しに⾃律制御する⾃律ロボットの開発も⼀部で⾒られるが、⼈が⾏う作業を代替えするには数
⼗年の期間を要すると予想される。

*AR（Augmented Reality, 拡張現実）︓現実空間にデジタル情報を重ね合わせ拡張することにより新たな認識を与える。
*VR（Virtual Reality, 仮想現実）︓現実空間と切り離された全てをデジタル情報構築した世界を通じ、没入体験を提供。
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10．ソフトロボティクス
調査スコープ

 定義付け、⽅向性、研究開発状況について調査。

（定義）
 ソフトロボティクスとは、柔軟材料に特有の機械的・電気的・化学

的性質を積極的に利⽤したロボットシステムに関する新興の学術
分野である。「ソフト」は物質的な柔軟性（ソフトネス）を意味す
る。

 主要な研究テーマとして、柔軟材料を利⽤した新しいロボット機
構の探索、やわらかいロボットのモデル化と制御、柔軟物体の操
作、⽣物規範型ソフトロボットを⽤いた⽣物の振る舞いの原理解
明が挙げられる。

 ⾼分子材料学、⽣体⼒学、フレキシブルエレクトロニクスなど、隣
接する諸分野と連携した学際的なシステム統合を特徴とする。

（社会実装の方向性）
 物理的なやわらかさにより安全性を備えたサービスロボットへの応

⽤に加え、リハビリテーションロボットや医療⽤ロボット、ウエアラブル
デバイスへの展開も期待される。

 また、形状や材料特性などがシステムの機能に直接的に貢献す
るような⽅向性も挙げられており、従来のようなアクチュエータやセ
ンサを介した能動的な制御とは異なるアプローチの可能性が⽰さ
れている。

 加えて、やわらかな材料のダイナミクスを巨⼤なリカレントニューラル
ネットワークと捉え、制御プログラムを埋め込むなどの実時間計算・
機械学習をそれ⾃体に実装するといった研究も進められている。

（現状）
 これまでのところ、ユニバーサル・グリッパーや介護支援器具、リハビリテーションロボットなど、⼀部のアプリケーションにおいてソフトロボティクスの考

えを活かした製品が開発・製品化されている。ただし、まだ実⽤化の絵が⼗分に描けておらず、探索的な研究も多い。
 米国ではウェアラブルデバイスや⼿術支援ロボット等へのソフトロボティクスの適⽤を⾒据え、DARPA等の政府機関が⼤学・企業の研究開発

支援を活発化しているが、⽇本国内では出⼝戦略の不透明さから企業の積極的な取り組みにはあまりつながっていない。
 社会実装という面において、「ソフトロボットを軸にいかに（技術的な）拡がりを持たせていくかが課題」との声は少なくない。

（技術的課題）
 アクチュエータ（⾼出⼒、⾼速動作、動作範囲の拡⼤）、柔らかいセンサ（無線技術も含む）、電源（バッテリー、エネルギーハーベスト）

等。また、柔軟ロボットの運動制御も⼤きな課題とされる。
 その他、設計⼿法に係る部分（シミュレーション等）やデジタルファブリケーション技術と組み合わせた⾃動設計技術も社会実装に向けた技

術課題と位置付けられている。
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11．機械締結

日本国内において、⾃動⾞ボディは「鉄を使いこなす」という方向性。 部品レベルでのマルチマテリアル化は引き続
き⼤きな開発テーマ。設計面を含め、同材・異材接合の技術確⽴は産業上の必須課題。

調査スコープ
 マルチマテリアル化に関する技術として、異種材料接合技術（SPR、FDS、ハイブリッド接合）に着目。
 機械締結技術およびその周辺技術、プレイヤーを整理。

（現状）
 板材同士を機械的に接合する技術としては、締結具を⽤いないヘミ

ング（縁曲げ）、クリンチング（かしめ接合）等の接合方法とリ
ベット等のファスナ（締結具）を⽤い、機械的に接合する方法があ
る。

 ファスナを⽤いる締結⽅法のうち、セルフピアシングリベット（SPR）、
フロードリルスクリュー（FDS）は欧米を中心にアルミ接合、異材接合
で広く使⽤されている（⾼級⾞だけでなく、コンパクトカーにも使⽤され
ている）。異種材料の接合⽅法としては接着剤もあるが、信頼性、
品質管理の容易さ等から機械締結が選ばれることも少なくないとみら
れる。

 しかし、⽇本国内ではアルミ接合においても抵抗スポットで対応したい
というニーズが根強い。そのため、欧米のように機械締結が本格的に
採⽤されるまでには至っていない。

 ⽇本国内でのニーズとしては、鉄-鉄、特に超ハイテン同士の接合が
挙げられる（溶接割れの問題）。⼀部に1.6GPa級までの板組に
対応したSPR技術もあるとされるが、抵抗スポットをはじめとする溶融
溶接技術の開発も進んでおり、こことの競合関係が影響するものとみ
られる（メーカーの設計思想によっても異なる）。

 ⼀⽅、アルミ-アルミの接合について、そもそも⽇本でのアルミ化はルー
フやボンネット、トランクなど⾼強度が求められない部材への板材の適
⽤に止まっている。欧米のように構造部材への押出材、ダイカストの適
⽤はあまり進んでいない。

（将来の⾒通し）
 機械締結は主に異材接合（鉄/アルミ）、特に外部の目にさらされ

ない、片面アクセスへの対応が求められるセンターピラー等の部品での
適⽤が中心との⾒⽅が強い。

 蓋物（パネル）で広く浸透しているヘミング（縁曲げ）と比べ、ファ
スナを⽤いた機械締結が日系⾃動⾞メーカーの間でどこまで⾃動
⾞ボディ（BIW)で普及するかは不透明。

 当面は、異材接合を対象にFDS等と接着剤を併⽤したメカニカル
ボンディングの取り組みがメインとみられる。

（セルフピアシングリベットの参入メーカー）
 英Henrob（アトラスコプコグループ）、独BOELLHOFF、米

STANLEY Engineered Fastening（Stanley Black & 
Deckerグループ）が主なプレイヤー。Henrobはスピード、
BOELLHOFFはパワー（最⼤1.7mm厚の鋼板。1,600MPaまで
のハイテン材に対応）、STANLEYは精度とそれぞれに特⻑があると
のユーザーの声が聞かれた。

 神⼾製鋼所は超ハイテン鋼板と他素材の接合をターゲットに、接着
剤塗布後、鋼製エレメントを嵌合し、その上でアーク溶接を施す接合
法︓EASW（Element Arc Spot Welding）を開発中。
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12．⾃動⾞構造⽤接着剤
調査スコープ

 マルチマテリアルという観点から⾃動⾞構造⽤接着剤の現状ならびに今後の⾒通しを調査。加えて、本格的な実⽤
化に向けた課題も分析した。

（市場全体のトレンド・⾃動⾞構造⽤接着剤の現状）
 環境規制の強化を背景に、⾃動⾞の軽量化が引き続き進展す

る⾒込み。引張強度1GMPa超のウルトラハイテン材、アルミ材、
CFRP/コンポジットの採⽤が拡⼤する⽅向。

 ⾃動⾞構造材のマルチマテリアル化に伴い、異種材料接合という
課題が浮上。

 従来のスポット溶接だけでなく、レーザー溶接や機械締結、接着
剤等、接合技術も“マルチ化”。従来は数種の接合技術で済ん
でいたものが、今は10前後にまで増加。

 また、衝突安全性能が厳格化（側突衝突試験の追加等）す
る中、強度だけでなく、剛性も重視する動きが強まっており、剛性
補強の観点から接合技術が⾒直されるケースも増えている。

 欧州中心にアルミ/アルミでの接着剤の使⽤が定着も、国内では
抵抗スポットでの対応に向けた動きが浮上。

 ウルトラハイテンの採⽤拡⼤に伴い、スポット溶接と接着剤を併⽤
したウェルドボンド工法が⽇本国内でも浸透する兆し。

 異種材接道（鉄/アルミ）では電食の観点から接着剤が使⽤さ
れるケースも少なくないが、機械締結やろう付け、摩擦攪拌接合
等、他の接合技術との“すみ分け”。

 異種材接合（⾦属/CFRP・コンポジット）では、線膨張係数を
吸収できる新規の接着剤開発が進むも、CFRP等の採⽤拡⼤
が多少スローダウンする中、接着剤の実績はあまり積みあがってい
ない。

（⾃動⾞構造⽤接着剤の今後の⾒通し）
 ⽇系⾃動⾞メーカーは、まず「鉄を使い切ろう」という⽅向。そうした

中、ウルトラハイテンの採⽤拡⼤に伴い、ウェルドボンド工法による
剛性補強のニーズが拡⼤する⾒通し。

 ただ、欧米と⽐較し、⽇本は接着剤の使⽤シーンが限定されてい
る（ウェルドボンドや機械締結と併⽤されるケースもあるが、接着
剤はあくまでも補完的な役割である場合も少なくない）。

（背景及び課題）
 接着剤メーカー⾃体はそれぞれに技術を保有しているものの、接着

接合部材に対する品質管理・保証ロジックが確⽴されていない点が
構造⽤接着剤の普及を妨げている最⼤の要因。

 特に指摘される耐久性については複合的な要因（振動、湿熱サイ
クル、材料劣化等）が絡む。メカニズムが⼗分に解明されていない
中で、分析・実験のみで破壊メカニズムを検証するのには限界があ
る。

 耐久性についての試験⽅法・基準については、協調領域と位置付
け、業界が⼀体となっての取り組みが必要。

 品質管理・保証ロジックの確⽴という点では、シミュレーションの適⽤
が有効であるが、実物形状適⽤等に係るマクロレベルについてはまだ
まだ環境が整っていない。

 コンソーシアムを通じ、素材メーカー、接着剤メーカー、⾃動⾞メー
カー等が連携し構造⽤接着剤に係る課題解決に取り組む⽅向性
が重要。 -15-



13．スーパーエンジニアリングプラスチックス

国内では⾃動⾞部品がスーパーエンプラの加工技術開発のドライブとなりにくい環境。
“次世代の軽量化量産技術”といった観点から、アプリケーション・材料を幅広に捉えた研究開発の推進も必要。

調査スコープ
 ⾃動⾞を対象としたスーパーエンジニアリングプラスチックス（以下、スーパーエンプラ）に係る加工技術について調査。
 ⾃動⾞×エンプラ（スーパーエンプラ）の観点から、特徴のある加工技術を抽出するとともに、要素技術（装置、材

料等）を整理。

（⾃動⾞分野における採⽤状況）
 ⾃動⾞部品で使⽤されるスーパーエンプラ（射出成形）として

は、主にPEEK、PEI、熱可塑性PIが挙げられる。
 PEEKはポンプ、シールリング、ギア、ワッシャーなど。軽量化、ある

いは⼀体成形による低コスト化などを目的とした⾦属代替の需要
が中心となるが、低ノイズ化による採⽤も多い。

 また、PEIはキャブレータ部品やエンジン部品、ベアリングリテーナ
等、熱可塑性PIはトランスミッション関係のATF部品（スラスト
ワッシャー、ブッシュ類、シールリング）等、摺動性を活かした⽤途
で採⽤実績。

（加工技術）
 汎⽤樹脂、エンプラ樹脂と⽐較し、⾼融点であるため、成形温度

が⾼い（射出成形機は⾼温仕様）。
 ⻑時間滞留はゲル化を誘発してしまう可能性があるため、滞留

時間を短くする必要がある。また、流動性に関するプロセスウィンド
ウが狭く、温度をきめ細かく制御する必要がある。特に⾦型温調
は極めて重要等、スーパーエンプラの加工技術には特有のものが
あり、成形加工メーカー・⾦型メーカーも相応に限られる。

 欧州では⾃動⾞・航空機部品をターゲットに中間基材の作り込
み、加工技術、⾦型技術を通じたサイクルタイム低減、⼀体成
形による⼆次加工コストの削減等を目的とした取り組み（ハイブ
リッド成形技術/オーバーモールディング工法）が活発。

 また、米国等では3Dプリンタでのスーパーエンプラ活⽤に向け、
標準化の取り組み（米NCAMP認証プログラム）も出てきてい
る。

 スーパーエンプラ⾃体は⾼価な材料であるため、航空宇宙・防衛
といった機能が重視されるハイエンドの部品への適⽤が中心となる
が、ハイブリッド成形技術（オーバーモールディング技術）をスー
パーエンプラを⽤い開発することでプロセス技術を確⽴し、⽐較的
容易にPPSやPA等の他材料での展開につなげるといった動きも
⾒られる。アーリーアダプターとなる航空機部品ではスーパーエンプ
ラが求められるためとみられるが、これにより量産実績が積めるメ
リットもある。

（今後の展開）
 欧米では軽量化、ノイズ低減等を目的とした⾦属代替の取り組

みが引き続き活発に進められているが、⽇本では採⽤拡⼤に向
けた目⽴った動きはあまり⾒られない。この背景として、スーパーエ
ンプラは1万円/kg前後と価格が⾼く、⽇系⾃動⾞メーカーの開
発対象となりにくいことが挙げられる。

 また、エンジン部品やトランスミッション部品等において、⾼温環境
下で疲労耐性や耐薬品性、摺動性等がどうしても要求される
ケースに限定され、そうした場合はデータ・実績が揃う欧州の事例
を適⽤する傾向が強い（⾃社で積極的に開発し採⽤するといっ
た動きはほとんどないとされる）。
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（IoT・AIなど先端技術の活⽤）
 情報通信会社やベンチャー企業が、IoT・AIなどの先端技術を水分野に適⽤（実証実験段階を含む）
 実証実験において、インフラ運営の効率化などの効果が確認されれば世界的に広がる可能性がある
 IoT・AIを活⽤する上で、質・量ともに⼗分なデータの収集とその解析技術がポイントになる
 収集・解析の対象となるデータ（例︓地形）の適切な管理（情報セキュリティ）

（東南アジア市場）
 国・地域によって異なる⽔分野のインフラ整備状況（例︓⾼度な技術

を導入するシンガポールと⽔道インフラの整備が途上のミャンマー）。
⇒優れた技術であっても、導入の可否は「要求されるインフラ整備の
レベル」「コスト」等の影響を受ける。

 東南アジア市場のポテンシャルに注目し、欧米やアジア（中国、韓国
など）の企業が参入している。⾃国市場で⼒をつけた東南アジアの現
地資本企業が近隣の国・地域の市場に参入する動きもある。
⇒「低コスト」を特徴とするアジア企業との競争の激化。

（日系メーカーの動向）
 技術⼒や品質、これまでの実績などが付加価値となる製品・設備で海

外企業との差別化を図る。
⇒耐震管など差別化ができている製品がある⼀⽅で、確⽴された技
術が採⽤される施設はコスト面で海外勢との厳しい競争に直面。

 企業によっては、東南アジア市場での事業拡⼤を目指してEPCや水道
事業に乗り出す。
⇒事業基盤を整備するために現地スタッフの育成や現地企業との連
携を推進。

（東南アジア市場の将来の⾒通し）
 ⼈⼝増加や経済成⻑が続く国・地域においてインフラ需要が拡⼤。
 アジア企業が、⾃国を含むアジアの市場でノウハウと実績を重ね、存在感が⾼まる。
 既にインフラ整備が進んだ国におけるインフラ更新や都市化地域における⾼度処理のニーズ。
 ⼈件費や地価の上昇に伴う作業の機械化・⾃動化の可能性。

インフラ更新と
先端技術の活
⽤は日本市場
と共通のテーマ

（世界市場）
 世界全体での⽔の需要は増加。東南アジアなど新興国では、都市化・工業化の進展や⼈⼝増加などにより⽔需要の増加に対応できるインフラを整備す

る動きが活発化。
 ⽔処理でのIoT化・AI化（⽔源管理、インフラの維持・運⽤、検針/料⾦徴収、環境管理等）が進んでいる。

14．水ビジネス
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15．超電導
調査スコープ

 超電導技術の現状をアップデート。
 世界の動向を踏まえた⽇本の強みを調査。

（低温超電導）
 MRI（磁気共鳴撮影）装置を中心に市場を確⽴。
 MRI装置としては永久磁石タイプと超電導磁石タイプがある。そ

れぞれの特⻑からすみ分けがなされているが、超電導磁石タイプ
は⾼磁場強度（1.5〜3T）による撮像時間の短さや⾼解像
度画質の⾼さがメリットとなる。近年はさらなる⾼性能化に向けた
⾼磁場化の取り組みが進んでおり、⽇本、フランス等の開発競争
も活発。

 その他、シリコン単結晶引上げ装置、核磁気共鳴（NMR）装
置、磁気測定装置（SQUID）、核融合炉、磁気シールド装
置等で⼀定の需要。また、今後実⽤化が期待されるものとして、
磁気浮上式鉄道、電気推進式航空旅客機、超電導磁気軸
受・風⼒発電機等が挙げられる。

 ただ、近年は⾼温超電導の性能が⾼まっており、MRIやNMRの
マグネットにおいても⾼温超電導を適⽤しようとする動きがみられ
る。

（⾼温超電導）
 「⾼温超電導」は電送ケーブル等の実証がプロジェクトベースで進

むも、市場性は依然不透明な状況。
 ビスマス系は住友電気工業のみが供給。ケーブル応⽤をメインに

世界各地へ納入。今後数年は超電導リニア向けに稼働率が⾼
まる⾒込み。

 各国でケーブル応⽤の実証試験が実施されてきたが、対投資効
果の面から計画が⾒直されるケースも。ただ、鉄道（き電線）の
場合、冷却効率以上に直流のメリットが⼤きく、ケーブル応⽤の
テーマとして今後の展開が期待される。

 希土類系は⻑年の研究開発を経て、2010年頃より新規参入
が活発化。現在希⼟類系の⻑尺線材を製造しているメーカーは
世界で10社を超える。

 磁場発⽣応⽤、⾼磁場発⽣応⽤にポテンシャル。特に⼩型核
融合炉開発や航空機⽤モータ、風⼒発電⽤超電導発電機など
の新規アプリケーションでは希⼟類系線材を⽤いることを前提とし
たものが多いものの、製品価格と製品歩留まりに⼤きな課題。

（世界の動向を踏まえた日本の強み）
 低温超電導、⾼温超電導ともに⽇本企業の「材料のクオリティの⾼さ」に対する評価は極めて⾼い。ただ、低温超電導では技術の成熟化とと

もに中国メーカーと連携を図る動きも出てきている。⼀⽅、⾼温超電導ではMgB2も含めて⽇本企業が⽣産性、線材性能ともに優位なポジ
ション。特にビスマス系線材は当面住友電工社の寡占が続くと予想される。希⼟類系線材では未だ参入会社が増える状況にあるが、低価
格化、⻑尺線材安定供給、線材特性の信頼性の点で抜け出した企業が⽣き残り、シェアを伸ばすものと予想される。

 米国は政府機関からの研究開発支援が先細ってきており、その影響がメーカーの取り組みにも顕われてきているとされる。さらに中⻑期の研究
開発を要する技術領域に対して、どのように支援策を講じていくか。守り、育てていくための仕組みづくりも検討課題となっている。 -18-



16．水中ロボット
調査スコープ

 海洋産業の現状を把握し、将来の新産業育成に向けて必須となる基本技術について整理するとともに、特に汎⽤性
の⾼い海洋ロボットに関する各種技術の現状について調査報告。

（海洋産業と海洋ロボット）
 ⽔中ロボットはその使⽤目的と深度によって仕様が異なるが、海

洋産業の各分野で共通するロボット技術は
AUV(Autonomous Underwater Vehicle) / 
ROV(Remotely Operated Vehicle)に代表される無⼈ロボ
である。

 現状、AUV/ROVは海底石油・天然ガスエネルギーでの活⽤が
中心。最近の石油天然ガス田は陸上から海底に移り、さらに北
海のような浅海領域からメキシコ沖等の深海に移ってきており、海
洋ロボットの⼀層の活⽤が期待されている。

 海洋石油天然ガス田が⽇本に殆どなく、海洋油ガス田開発での
⽇本技術の活⽤は限定的。

 しかし、⼤規模⽔産養殖や海洋エネルギー、海底⾦属資源等、
将来的に本格展開が期待される海洋産業分野ではロボット応
⽤のニーズが⾼い。

 これら産業の活性化と海洋ロボット産業の育成は両輪。専門
家、開発企業の間でも早期に産学官の連携を強化し、市場創
出に着⼿すべきとの⾒解が多く聞かれた。

（要素技術及び日本企業のマーケットプレゼンス）
 ⽇本のROV/AUV等の海洋ロボットが主に学術調査目的で育っ

てきたのに対し、欧米での海洋ロボット技術は油ガス田開発向け
に技術開発と市場育成がなされてきた。

 海底油ガス田が深くなるにつれ、それまでの潜⽔士業務からROV
作業へと進展してきた。特にこの50年間は北海油田を対象にし
た各種技術開発が進み、ROVに代表される海洋ロボット及び関
連計測制御機器技術が⼤幅に進んだ。⼀⽅で、⽇本は産業化
が遅れ、機器は⾼価である。

 ⽇本国内の状況を⾒ても、主要な要素技術品はほとんどが輸
入。近年の国プロ等でも要素技術品は低価格な海外からの購
入を前提としているケースが多い。

 しかし、最近になって、川崎重工がスコットランドに子会社を設⽴
し、海洋石油分野に向けたAUVの開発を推進する等、従来とは
異なる企業の動きが浮上している。

 また、⽇本財団とスコットランド政府経済開発機関による技術開
発助成事業や、米石油エンジニアリング会社と国内エンジニアリン
グ⼤⼿による取り組み（海洋石油産業への参入促進）は⽇本
技術への期待が背景にある。

（将来に向けた課題）
 これまでの学術調査目的、プロジェクトベースでの海洋ロボット開発では、⽇本が強みとし得る技術を守ることすらままならない懸念。
 海洋⽴国の実現、エネルギー・セキュリティ、デュアルユース技術の活⽤拡⼤という観点から⾒ても、こうした状況をいかに食い止めるかは重要

なテーマ。
 新資源市場の創設や⼤型⽔産養殖の育成、港湾⼟木・ロボット工事の推進等を通じた海洋産業の活性化が、海洋ロボット産業の育成に

は不可⽋。
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17．AI（セキュリティカメラ）
調査スコープ

 ⼈工知能（AI）の活⽤先として期待されるセキュリティカメラ（監視カメラ）に関し、市場の現状ならびに今後の⽅
向性について調査を⾏うとともに、AIに係る構成要素の動向も分析。

人工知能（AI）
 AIは近年、⼤量のデータ（ビッグデータ）を⽤いることでAI⾃身

が知識を獲得する「機械学習」の実⽤化を背景に、様々な商
品・サービスに組み込まれて利活⽤が本格的に始まっている。

 ⾜元の国内のAI関連市場の動向を⾒ると、言語解析、画像認
識が主要カテゴリーとして成⻑している。技術的な進歩に加え、
各種製品・サービスと組み合わせたソリューションの拡⼤により活
⽤⽤途の多様化が進みつつあることが成⻑の背景にある。

 中でも、画像認識は工場などで⾏っている製品の外観検査や作
業員の安全管理業務で導入が進展。現在は道路や橋などの社
会インフラ、各種建造物の保全業務での利⽤も急速に進みつつ
ある。また、街中映像監視や⼩売店の決済業務や⽇配品需要
予測等での導入加速化も⾒込まれている。

監視カメラ市場
 2018年の監視カメラシステム世界市場（メーカー出荷⾦額ベー

ス）は前年⽐16.8％増の2兆8,800億円と3兆円に迫る規模
に拡⼤する⾒込みである。市場はカメラとともに録画装置、映像
管理や画像解析ソフトウェアなどシステム全体が順当に拡⼤して
いる。最⼤の市場である中国に加え、欧州・米国・⽇本での需要
拡⼤とシステム更新需要、アジア圏や第三国圏での新規導入の
拡⼤が⾒込まれる。

 中国は、国家規模のセキュリティ投資（天網工程など）に伴う
旺盛な需要を背景に、世界の監視カメラシステム市場の50%弱
を占有（矢野経済研究所推計）。

• HikvisionやDahua Securityといった中国監視カメラメーカー
はこのような官公需を背景に急激に成⻑。この2社での2017年
⾒込みシェア（台数ベース）は32%と世界市場（4,400万
台, ⾦額ベースで約1兆円）の1/3を占めるに至っている（矢
野経済研究所推計）。

（監視カメラの構成要素）
 現状は汎⽤部品中心も、画像処理プロセッサに監視カメラメーカーの独⾃色が表れている。
 今後、AIの応⽤を進むことから、こうしたトレンドがさらに加速する⾒込みである。実際、⾼度な監視カメラシステム・ネットワークでは、AIアルゴリ

ズムをエッジデバイスに組み込み、ビデオ映像の中の1⼈の⼈物や1台の⾞などの特定情報だけが抜き出されて送られるようなエッジコンピューティ
ングの⼿法が取り入れられつつある。

 セキュリティ向けの⽤途はエッジAIの⼤きな市場に成⻑するとの期待が⾼まっており、⼤⼿ベンダーだけでなく、スタートアップも続々と参入してい
る。
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18．空中ディスプレイ

 空中ディスプレイは、サイバーフィジカル空間を実現するコア技術の1つとなりうる可能性を持つものの、現段階では技術
的に発展途上であり、まだ⼗分に市場が⾒えていない。

（課題）
 国内での動きは限定的。CEATECなどに出展された展⽰品も、画質が粗く、表示サイズも小さいためインパクトに⽋けた。

⇒理想と現実のギャップから、研究開発に拡がりを⽋く状況。
 ポストディスプレイの開発競争は始まったばかり。次世代技術という⼤きな文脈の中で、空中ディスプレイ研究を再定義することが重要。
 先ずはユースケースを優先し、簡易なものでも製品化することが課題となる。

調査スコープ
 国内外の空中ディスプレイの使われ⽅とそれにかかわるプレーヤーを調査
 空中ディスプレイ を実現する要素技術

（概要）
 空中ディスプレイ技術は、VR/AR（仮想・拡張現実）を表現する

次世代技術の⼀つ。
 VR/AR技術としては、視差⽅式を⽤いたHMDやスマートグラス等

の「2眼式」が主流だが、視野制限や虚像の誤認識による疲労感
や違和感等の問題がある 。
⇒ウェアラブルデバイスを必要としない「裸眼式」が理想。

 空中ディスプレイは呼び⽅、定義、分類が異なる。⇒標準化が必
要。

 視差式に代わる裸眼式の研究開発が進む。像に触れた際、⼒、
振動、動きなどを与えることで⽪膚感覚フィードバックを得る「ハプ
ティクス」の研究も注目されている。

（国内・海外動向）
 現在商⽤出荷されているものは空中結像技術を⽤いたAIプレート

や再帰反射シート、DCRA (Dihedral Corner Reflector 
Array)を光学素子として使⽤したものが⼤部分。

 ハプティクスは筑波⼤等がプラズマを利⽤したものを開発、宇都宮
⼤は赤外線による熱で触覚表現を試みる。

 イギリス・中国は、ほぼ同時期にLEDライトを使⽤したプロペラ型の
空中ディスプレイを開発。安価な為看板・広告業界で使⽤が広が
る。

 韓国サムソンディスプレイはライトフィールドディスプレイの研究を⾏う。
イギリスは超音波を使⽤したハプティクスを開発。Boschのインパネ
部分で採⽤されている。

（今後期待される展開・方向性）
 第1段階は⾃動⾞のスマートコックピット・ATM・医療現場・飲⾷店の非接触タッチパネルやコントローラーとして本格実⽤化。
 第２段階はテレビやパソコンに代わる”ポスト・ディスプレイ”として、サイバー・フィジカル空間でのインタラクション・コミュニケーションを実現。

将来は視覚・聴覚に加え、触覚・嗅覚を刺激する技術を取り込んだ4D化も⾒据える。
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（想定される市場形成シナリオ）
 スマートグラス市場のポテンシャルは⾼いものの、黎明期にあり、市場へ浸透するまで2-3年かかるとの⾒⽅が主流。実際、現在の市場浸透は期

待したほどには進んでおらず、参入メーカーも導入の⾒込みやすいインダストリアルユースにフォーカスする動きが顕著である。
 その原因としてはHW、MW、アプリなどでメーカー（デバイス）とユーザー間の⼤きなギャップが挙げられる。特に技術面での課題は⼤きい。
 しかし、技術的なアップグレードが進めば、xRとの親和性の⾼さから、PC、スマホとの使い分けの中で、コンシューマー向けにも相応に浸透するもの

とみられ、中⻑期的には、スマートコミュニティ社会を支える、身に着ける情報端末として普及すると予測される。
 GAFAMがスマートグラスに本腰を入れ出しているのはその証し。中国勢の動きも加速する中、⽇本企業の出遅れを指摘する声も聞かれる。

19．スマートグラス
調査スコープ

 スマートグラスの定義（機能、性能）、市場形成のシナリオについて調査。

（概要）
 スマートグラスとは、メガネタイプのレンズを通して映像やデータを現実

世界に重ねて表⽰させるAR（拡張現実）を体験することができる
デバイスのことで、ARグラスなどとも呼ばれる

 「ヘッドマウンテンディスプレイ」は視覚的、聴覚的に没入するための
VR（仮想現実）を実現するもので、ゲームやエンターテイメント等
で多く使⽤される、頭からかぶるタイプのものが多い。

 Microsoft Hololensに代表される、ARとVRをかけあわせた
MR(複合現実)を実現するデバイスも出てきている。

（主要プレーヤーの動向）
 GoogleはGoogleGlassを2012年に⼀般向け発売したが、市場は

伸びず、2015年に販売終了。企業向けのEnterprise Editionは
2014年から開発。Enterprise Edition2を2019年より発売開始。

 Microsoftは2016年にHololensを発売。⼤⼿⾃動⾞メーカーの設
計やエンジニアリング、アメリカ海軍などで採⽤。Hololens２も2019年
に発売開始。⾃社及び協⼒パートナーとソフトウェアを提供している。

 Vuzixは2017年にARスマートグラスM300を発売。2018年には
Blade、2019年にはM500を発売開始している。Vuzixはソフトウェア
を作成せず、パートナーとの協⼒体制を敷く。

 国内では、Epsonやサン電子が製品化し、市場開拓を⾏っている。

（期待される⽤途）
 まずは企業、特にインフラや製造業における現場作業者の支援や「遠隔操作」等を実現する⽤途への展開が先⾏している。
 例えば、リアルタイムに遠隔地の支援者と映像、音声を共有することで作業の効率化や⼈⼿不⾜を補うような使い⽅が挙げられる。
 将来的には医療、教育、スポーツ、防衛⽤途などでも使⽤拡⼤が期待される。
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（懸念・リスク・課題と必要な取り組み）
 炭素繊維は中国の産業振興策「中国製造2025」において重要な新材料として位置づけられており、近年は国を挙げた産業育成の取り組みがなされて

いる。⼤⼿炭素繊維メーカーによる積極的な設備投資を背景に、炭素繊維や中間基材への世界的な価格低下圧⼒が⾼まる可能性がある。
 ⽇本勢3社と中国等の新興メーカーとの間には技術格差があり、今後も⾼機能グレードや新たな成形技術の開発への継続的な取り組みが不可⽋。なか

でも、⾃動⾞分野における普及⾞への炭素繊維の適⽤は永遠のテーマといえる。
 世界的な環境規制の強化を背景に、各国のOEMはパワートレインの電動化、および⾞体の軽量化に取り組んでいる。⾞体の軽量化を図る際の素材利

⽤の⽅向性としては、①基幹素材である鉄の改良（ウルトラハイテン等）に加え、②非鉄⾦属化、③樹脂化、④新素材化といった鉄からの置き換えが
ある。さらに、こうした軽量材料を適材適所に使うマルチマテリアル化の取り組みが進むと予想されている。

 こうしたマルチマテリアル化の波に対応するためにも、⽣産性や抵コスト化への取り組みが重要性を増してくるであろう。

20．PAN系炭素繊維
調査スコープ

 PAN系炭素繊維の現状、将来の⾒通し
 PAN系炭素繊維に係るサプライチェーン

（現状）
 PAN系炭素繊維の世界市場規模は2018年時点でおよそ8万トン。
 航空機︓主翼・胴体を中心に機体構造重量の約50％がCFRPとなっ

ている機種もある。
 風⼒発電︓ブレードの⼤型化により炭素繊維使⽤量が増加傾向。
 圧⼒容器︓天然ガス・燃料電池⾃動⾞の燃料貯蔵タンクなどで採⽤

が拡⼤。
 ⾃動⾞︓スポーツカー・⾼級⾞への採⽤が中心。
 スポーツ︓ゴルフシャフト、釣竿、バトミントン・テニスラケットなど幅広い

⽤途で採⽤が進む。

（将来の⾒通し）
 2023年まで5〜10%の成⻑率で推移していくと予想。
 航空機︓ジェット旅客機の運航機数増加が炭素繊維市場の追い風。
 風⼒発電ブレード︓風⼒発電の世界導入量が堅調に推移し、炭素

繊維の需要拡⼤に貢献。
 圧⼒容器︓環境規制強化への対応として天然ガス・燃料電池⾃動

⾞が普及し、炭素繊維へのニーズが広がる。
 ⾃動⾞︓熱可塑性CFRP（CFRTP）及びその成形技術の開発が

需要拡⼤のカギを握る。
 スポーツ︓炭素繊維の機能が評価され、需要は底堅く推移。

（サプライチェーン）
 航空機分野では東レ、帝⼈が⼤⼿航空機メーカーと⻑期供給契約を締結。⾃動⾞分野は炭素繊維メーカーとOEMのアライアンスが減少へ。
 東レ、帝⼈、三菱ケミカルの3社は中間基材・CFRPメーカーの買収を進め、原料から成形品までの垂直統合型ビジネスを展開。また、⽇本のみならず欧

米の企業を傘下に収めながらグローバルなサプライチェーン網を構築している。
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1. 鋳造
（⾃動⾞、建機、航空機等への素材提供の課題）



調査総括
調査スコープ

 様々な業界の構造が変化する中、サポーティングインダストリーとしての基盤等に懸念はないかという点を出発点に、企
業データベースを活⽤した業界構造に係る調査を⾏った。

（調査分析手法）
• データベースの機能を⽤い、鋳

造・鍛造に係る企業を抽出。
• 鋳造・鍛造の主要ユーザー業界

である⾃動⾞、航空機、建機産
業の主だった企業をリストアップ。

• 上記にて特定した関連企業の相
関データファイルを⽤い、コア企業
と取引の有無を2次販売先まで
を確認。

• 個社ごとに取引の有無をフラグ化
するとともに、業界・業種別にマト
リックスを作成。

• 加点⽅式（⼀次取引先︓10
点、⼆次取引先︓1点、⼀次・
⼆次取引先︓11点）を採り、
各業界の分布等の分析を⾏っ
た。

（主な分析結果）
 ⾃動⾞、航空機、建機のいずれの業界においても、複数の⼤⼿ユーザーと取引関係を持つ鋳造メーカーは限定的で、特に航空業界は

NADCAP認証等の関係もあり、その傾向が顕著に表れている。
 ユーザー⾃身が業界の構造変化に晒されており、「グローバル展開の拡⼤」、「イノベーションの創出」に向けた動きを加速化している。親密先に

依存した受け身の体制ではなく、業界を超えた事業展開により技術革新の目をいち早くグリップする等、攻めの姿勢への転換が従来にも増して
求められていくものとみられる。

（合計点） （計632社） （割合） （合計点） （計1,271社） （割合） （合計点） （計318社） （割合）
100〜 5 100〜 100〜
90〜99 4 90〜99 90〜99
80〜89 11 80〜89 80〜89
70〜79 14 70〜79 70〜79
60〜69 34 5.4% 60〜69 60〜69
50〜59 32 5.1% 50〜59 1 50〜59
40〜49 76 12.0% 40〜49 2 40〜49
30〜39 45 7.1% 30〜39 4 30〜39 2
20〜29 158 25.0% 20〜29 26 2.0% 20〜29 7
10〜19 234 10〜19 148 10〜19 53
1〜9 19 1〜9 1090 1〜9 256

（合計点） （計247社） （割合） （合計点） （計244社） （割合） （合計点） （計141社） （割合）
100〜 100〜 100〜
90〜99 90〜99 90〜99
80〜89 80〜89 80〜89
70〜79 70〜79 70〜79
60〜69 60〜69 60〜69
50〜59 3 1.2% 50〜59 50〜59
40〜49 3 1.2% 40〜49 40〜49
30〜39 4 1.6% 30〜39 30〜39 3
20〜29 25 10.1% 20〜29 8 3.3% 20〜29 5
10〜19 47 10〜19 46 10〜19 33
1〜9 165 1〜9 190 1〜9 100

⾃動⾞業界 航空機業界 建機業界

鍛造

5.7%

85.8% 96.7% 94.3%

40.0% 97.4% 97.2%

鋳造

⾃動⾞業界 航空機業界 建機業界

5.4%

0.6%

2.8%
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（1）業界の現状
• 鋳造（casting）とは、融点より⾼い温度で熱し溶融した⾦属を鋳型に注入して凝固させ、所要の寸法、形状の

鋳物とする⾦属加工法。鋳造は、複雑な形状の部品を低コストで⼤量に生産でき、中空部を作ることが出来る、⼤
きさに制限がないなどの利点があり素材や製法により⽤途・⼤きさなど多岐にわたりいろいろなものを作ることができ
る。

主な鋳造の方法 概要

砂型鋳造法
砂型へ溶融⾦属を鋳込む。砂型鋳造には⽔と粘⼟を混合して突き固めて硬化する⽣砂型と、熱硬化性樹脂を
混ぜて加熱して硬化するシェル型、⽔ガラスを混ぜてCO2ガスで硬化するガス硬化型がある。硬化後に抜型が出来
るため寸法精度と⽣産性が良いという特徴がある。

重⼒⾦型鋳造法 重⼒を利⽤して溶融⾦属を鋳込む⽅法。⾦属の型を使⽤して繰り返し鋳造が可能であり、機械的性質の優れた
鋳物を⼤量に⽣産することができる。　（例）⼤型船舶プロペラ

低圧鋳造法
溶融⾦属の表面に空気圧を加えて⾦型に鋳込む⽅法。ガス巻き込みやひけ巣などの⽋陥が少ない製品ができ押
湯が不要なので鋳造歩留まりがよいという特徴がある反面、冷却速度が遅いため、他の鋳造⽅法と⽐較し⽣産性
が低い。

⾼圧鋳造法 低速（層流）で充填し⾼圧⼒で加圧するため緻密な⾦属組織で健全な鋳物が⽣産できるという特徴がある。

ダイカスト法 ⾼速、⾼圧で溶融⾦属が⾦型に充填されるため鋳肌がきれいで寸法精度に優れ、薄⾁複雑鋳物がハイサイクル
に⽣産できるという特徴がある。　（例）⾃動⾞エンジン部品（シリンダーブロック）

ロストワックス精密鋳
造法

模型にろうを⽤いるインベストメント鋳造法。鋳肌、寸法が優れる。
（例）ジェットエンジン（タービンブレード）

遠心鋳造法
遠心⼒を利⽤して中空円筒鋳物を作る鋳造法。⽔道管やガス管などの鋳鉄管の製造に利⽤されることが多く、溶
湯を⾼速度で回転する鋳型に注入する鋳造法で中子を⽤いずパイプ状の鋳物が⽣産できるという特徴がある。
（例）スカイツリーの骨格

連続鋳造法 溶けた⾦属材料を連続的に鋳型に注湯することにより歩留まりと⽣産性が向上し、コストも低下するなど⼤量⽣産
に向く。

消失模型鋳造法 ⾃動⾞部品や美術工芸品など幅広い分野で使⽤されていて、製品と同じ形状の発泡スチロール型を作製して作
るためバリなどがなく複雑な形状の製品も製作が出来るという特徴がある。
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（1）業界の現状
• 2019年の国内鋳物生産量はおよそ706万t。銑鉄鋳物の63.9%、アルミダイカストの89.5%が⾃動⾞⽤であ

るため、国内の⾃動⾞生産台数の動向に需要が⼤きく左右される側面がある。

2015年
前年⽐ 前年⽐ 前年⽐ 前年⽐

銑鉄鋳物 3,327,983 3,234,912 97.2% 3,435,662 106.2% 3,505,066 102.0% 3,322,664 94.8%

輸送機械 2,336,384 2,282,136 97.7% 2,374,092 104.0% 2,389,064 100.6% 2,297,111 96.2%

⾃動⾞⽤ 2,134,218 2,092,231 98.0% 2,202,027 105.2% 2,208,901 100.3% 2,126,382 96.3%

精密鋳造品 5,861 5,441 92.8% 5,493 100.9% 5,053 92.0% 4,157 82.3%

アルミ鋳物 418,529 423,610 101.2% 440,155 103.9% 454,057 103.2% 437,496 96.4%

アルミダイカスト 953,570 960,887 100.8% 1,019,992 106.2% 1,051,429 103.1% 1,001,382 95.2%

⾃動⾞⽤ 849,252 860,548 101.3% 910,480 105.8% 941,442 103.4% 896,898 95.3%

出所︓経済産業省⽣産動態統計

9,278,321 9,204,702 99.2% 9,690,674 105.3% 9,729,594 100.4% 8,958,998 -

5,418,973 5,608,939 103.5% 5,032,672 89.7% 5,070,092 100.7% 4,844,089 95.5%

1,480,592 1,250,003 84.4% 1,645,554 131.6% 1,815,771 110.3% 1,229,900 67.7%

2,312,940 2,142,813 92.6% 2,551,319 119.1% 2,758,971 108.1% 2,632,850 95.4%

⾃動⾞生産台数
(台）

産業機械受注
（百万円）

工作機械受注
（百万円）

建設機械出荷
（百万円）

出所︓⽇本⾃動⾞工業会（2019年は1月〜11月合計）、⼀般社団法⼈⽇本産業機械工業会、⽇本工作機械工業会、⽇本建設機械工業会

（⽣産量 トン）

区分
2016年 2017年 2018年 2019年
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（1）業界の現状
⼀般社団法⼈⽇本鋳造協会は2017年9月、「鋳造産業ビジョン 2017」を公表している。2006年にまとめた「鋳造産業ビ
ジョン 2006」から10年が経ち、鋳造産業を取り巻く環境が⼤きく変化する中、改めて「鋳造業の10年後のあるべき姿につい
て」の全面的な⾒直しから以下の新ビジョンを策定している。

1. 技術・技能で商品⼒を⾼め攻めの経営
2. 経営基盤強化と健全な取引による事業発展
3. 同業/異業/地域との新連系の構築
4. 市場拡⼤のための海外展開
5. グローバル人材も含めた積極的な人材の確保・育成
6. 安全・環境・エネルギー対策の強化

CASEを背景に、⾃動⾞産業全体の構造変化が進⾏
 鋳造業の主戦場である⾃動⾞業界では異業種を巻

き込んだ競争が激化。「⽣きるか、死ぬか」の中で、今
までの考え・枠組みを捨て、⼤胆にバリューチェーンを
⾒直すといった動きが顕在化している。

 その余波は確実にTier2、Tier3に押し寄せている。
実際、従来の親密先から取引関係を⾒直された部
品加工メーカーもある（もっと独り⽴ちしろとのメッセー
ジ）。

 環境等への社会的要請の⾼まり、デジタルトランス
フォーメーションの進⾏等を契機とし、様々な業界の
構造が変化する中、サポーティングインダストリーとして
の基盤等に懸念はないか。以降では、鋳造メーカーの
取引関係から業界を俯瞰し、その芽を探った。
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（2）企業ベータベースを⽤いた分析
（目的）
鋳造・鍛造業界に属する企業において、⾃動⾞、航空機、建機産業に係る企業群の相関関係を企業データベースを基に
調査することで、同業界におけるサプライチェーンの把握、ならびにコアとなる企業を浮き彫りとする。

（調査対象） ※別章の「鍛造」と共通仕様となっている。
１．鋳造・鍛造関連扱いコードからの抽出企業
関連する企業データベース保有会社の扱い品コードより抽出した2,538社
※なお、当該企業群が「鋳造・鍛造業界に属する企業の⺟集団」として適当かを確認するため、鋳造・鍛造業界団体加盟企業（⼀般社団法
⼈⽇本鋳造協会、⼀般社団法⼈⽇本ダイカスト協会、⼀般社団法⼈⽇本鍛造協会他、計８団体、1,757社）と突き合わせを⾏った。

２．指定のコア企業
⾃動⾞業界︓（株）豊田⾃動織機他、65社
航空機業界︓川崎重工（株）他、38社
建機業界︓（株）⼩松製作所、キャタピラージャパン合同会社、⽇⽴建機（株）

※このほか、ベンチマーク企業として（株）アンテックス他、6社を設定。

（調査分析手法）
関連企業の抽出
 上述した対象先企業の企業データベースにおける抽出及びマッチングを⾏い、重複を除いた⺟集団を作成。

対象会社の相関関係を抽出・分析
 上記にて特定した関連企業の相関データファイルを⽤い、コア企業と取引の有無を2次販売先まで確認
 個社ごとに取引の有無をフラグ化するとともに、業界・業種別にマトリックスを作成。
 加点⽅式（⼀次取引先︓10点、⼆次取引先︓1点、⼀次・⼆次取引先︓11点）を採り、各業界の分布等の分

析を⾏った。
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（3）分析結果 –鋳造×⾃動⾞業界
 ⾃動⾞業界の指定コア企業（65社）に対し、一次、二次の取引関係がDB上に認められたのは計632社。
 先の方法による加点を集計し、その合計点（取引関係の強さ）と企業数の分布を分析した（下記図）。

※他業界と⽐較するため、合計点をコア企業数で除算したものを取引関係の強さとして掲出。

取
引

関
係

の
強

さ

企業数

鋳造×⾃動⾞業界
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（3）分析結果 –鋳造×航空機業界
 航空業界の指定コア企業（25社）に対し、一次、二次の取引関係がDB上に認められたのは計1,271社。
 ⼤手重工がコア企業に含まれているため、取引関係のある鋳造メーカーが多く挙がったものと考えられる。

※他業界と⽐較するため、合計点をコア企業数で除算したものを取引関係の強さとして掲出。

取
引

関
係

の
強

さ

企業数

鋳造×航空機業界
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（3）分析結果 –鋳造×建機業界
 建機業界の指定コア企業（9社）に対し、一次、二次の取引関係がDB上に認められたのは計318社。
 複数の⼤手建機メーカーと取引関係を持つ鋳造メーカーが10社弱あった。

※他業界と⽐較するため、合計点をコア企業数で除算したものを取引関係の強さとして掲出。

取
引

関
係

の
強

さ

企業数

鋳造×航空機業界
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（4）分析結果の比較
 ⾃動⾞、航空機、建機のいずれの業界においても、複数の⼤手ユーザーと取引関係を持つ鋳造メーカーは限定的

で、特に航空業界はNADCAP認証等の関係もあり、その傾向が顕著に表れている。

（合計点） （計632社） （割合） （合計点） （計1,271社） （割合） （合計点） （計318社） （割合）

100〜 5 100〜 100〜

90〜99 4 90〜99 90〜99

80〜89 11 80〜89 80〜89

70〜79 14 70〜79 70〜79

60〜69 34 5.4% 60〜69 60〜69

50〜59 32 5.1% 50〜59 1 50〜59

40〜49 76 12.0% 40〜49 2 40〜49

30〜39 45 7.1% 30〜39 4 30〜39 2

20〜29 158 25.0% 20〜29 26 2.0% 20〜29 7

10〜19 234 10〜19 148 10〜19 53

1〜9 19 1〜9 1090 1〜9 256
40.0% 97.4% 97.2%

5.4%

⾃動⾞業界 航空機業界 建機業界

0.6%

2.8%
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2. 鍛造
（⾃動⾞、建機、航空機等への素材提供の課題）



（1）業界の現状
• 鍛造（forging）とは、⾦属加工の塑性加工法の一種。⾦属をハンマー等で叩いて圧⼒を加える事で、⾦属内部

の空隙をつぶし、結晶を微細化し、結晶の方向を整えて強度を⾼めると共に目的の形状に成形する。古くから刃物
や武具、⾦物などの製造技法として⽤いられてきた。

• 鉄やアルミといった⾦属を⾦型などで圧⼒を加えて塑性流動させて成形する。鍛流線 (fiber flow) が連続するた
めに組織が緻密になり、鋳造に比べて鋳巣（空洞）ができにくいので、強度に優れた粗形材をつくることができる。

• 鍛造機械としては、ハンマー（エアハンマー、スプリングハンマー）、鍛造プレス、トランスファープレスが⽤いられる。
• 鍛造で製造される主な部品としては、⻭⾞、アルミホイール、エンジン部品（ピストン、コンロッド、カムシャフト、クラン

クシャフト、ロッカーアーム等）、航空機部品（プロペラブレード、ランディングギア等）が挙げられる。

主な鍛造の方法 概要
熱間鍛造 素材の変形抵抗を減少させるために再結晶温度以上の⾼温に加熱して成形。

型鍛造 鍛造⽤⾦型を⽤いて鍛造する。初期投資が⾼価なため⼤量⽣産向き。

⾃由鍛造 加工物を治具などにセットして、ハンマー等で成形する。初期投資は⽐較的安価でるが、熟練の技術が必要で少
量⽣産向き。

リングロール 外径の形状を成形する⾦型（メインロール）と内径の形状を成形する⾦型（マンドレル）で半径⽅法の厚みを潰
し薄くしながらアキシャルロールで幅を押え加工する⽅法。

冷間鍛造 再結晶温度以下の常温で成形する。仕上がりの製品の寸法精度が熱間鍛造より優れる。

溶湯鍛造 溶けた⾦属(溶湯)を⾦型に入れ、 ⾼い圧⼒を加えて凝固(成型)させる⽅法。溶湯⾦属は主にアルミ・銅・マグネ
シウムなど。固体異種⾦属との接合、ヒーターなどの鋳ぐるみなどの製作にも適している。
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（1）業界の現状
• 鍛造も鋳造同様に、国内の⾃動⾞生産台数の動向に左右される需要構造である。

2015年
前年⽐ 前年⽐ 前年⽐ 前年⽐

鍛工品 2,142,523 2,214,310 103.4% 2,426,926 109.6% 2,491,355 102.7% 2,317,787 93.0%

熱間鍛造 2,009,378 2,077,610 103.4% 2,274,653 109.5% 2,328,737 102.4% 2,169,311 93.2%

型鍛造 1,670,923 1,745,478 104.5% 1,899,337 108.8% 1,926,780 101.4% 1,809,990 93.9%

産業機械
土木建設機械⽤ 191,460 182,390 95.3% 224,820 123.3% 231,093 102.8% 213,151 92.2%

⾃動⾞⽤ 1,359,783 1,447,269 106.4% 1,547,220 106.9% 1,561,561 100.9% 1,475,045 94.5%

⾃由鍛造 114,705 105,864 92.3% 109,553 103.5% 112,798 103.0% 107,806 95.6%

産業機械
土木建設機械⽤

45,228 38,206 84.5% 43,343 113.4% 42,638 98.4% 41,605 97.6%

輸送機械⽤ 25,926 25,007 96.5% 18,659 74.6% 21,889 117.3% 19,191 87.7%

リングロール 223,750 226,268 101.1% 265,763 117.5% 289,159 108.8% 251,515 87.0%

産業機械
土木建設機械⽤ 94,360 102,675 108.8% 130,070 126.7% 145,056 111.5% 117,542 81.0%

⾃動⾞⽤ 70,073 67,749 96.7% 74,523 110.0% 81,378 109.2% 77,094 94.7%

冷間鍛造 92,010 94,202 102.4% 106,302 112.8% 115,690 108.8% 105,623 91.3%

⾃動⾞⽤ 86,702 88,498 102.1% 100,163 113.2% 110,092 109.9% 101,715 92.4%

アルミ鍛造 41,135 42,498 103.3% 45,971 108.2% 46,927 102.1% 42,852 91.3%

⾃動⾞⽤ 28,657 29,841 104.1% 31,444 105.4% 32,141 102.2% 31,318 97.4%

出所︓経済産業省⽣産動態統計

区分
2016年 2017年 2018年 2019年

（⽣産量 トン）
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（2）企業ベータベースを⽤いた分析
（目的）
鋳造・鍛造業界に属する企業において、⾃動⾞、航空機、建機産業に係る企業群の相関関係を企業データベースを基に
調査することで、同業界におけるサプライチェーンの把握、ならびにコアとなる企業を浮き彫りとする。

（調査対象） ※別章の「鍛造」と共通仕様となっている。
１．鋳造・鍛造関連扱いコードからの抽出企業
関連するTSR扱い品コードより抽出した2,538社
※なお、当該企業群が「鋳造・鍛造業界に属する企業の⺟集団」として適当かを確認するため、鋳造・鍛造業界団体加盟企業（⼀般社団法
⼈⽇本鋳造協会、⼀般社団法⼈⽇本ダイカスト協会、⼀般社団法⼈⽇本鍛造協会他、計８団体、1,757社）と突き合わせを⾏った。

２．指定のコア企業
⾃動⾞業界︓（株）豊田⾃動織機他、65社
航空機業界︓川崎重工（株）他、38社
建機業界︓（株）⼩松製作所、キャタピラージャパン合同会社、⽇⽴建機（株）

※このほか、ベンチマーク企業として（株）アンテックス他、6社を設定。

（調査分析手法）
関連企業の抽出
 上述した対象先企業の企業データベースにおける抽出及びマッチングを⾏い、重複を除いた⺟集団を作成。

対象会社の相関関係を抽出・分析
 上記にて特定した関連企業の相関データファイルを⽤い、コア企業と取引の有無を2次販売先まで確認
 個社ごとに取引の有無をフラグ化するとともに、業界・業種別にマトリックスを作成。
 加点⽅式（⼀次取引先︓10点、⼆次取引先︓1点、⼀次・⼆次取引先︓11点）を採り、各業界の分布等の分

析を⾏った。
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（3）分析結果 –鍛造×⾃動⾞業界
 ⾃動⾞業界の指定コア企業（65社）に対し、一次、二次の取引関係がDB上に認められたのは計247社。
 先の方法による加点を集計し、その合計点（取引関係の強さ）と企業数の分布を分析した（下記図）。

※他業界と⽐較するため、合計点をコア企業数で除算したものを取引関係の強さとして掲出。

取
引

関
係

の
強

さ

企業数

鍛造×⾃動⾞業界
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（3）分析結果 –鍛造×航空機業界
 航空業界の指定コア企業（25社）に対し、一次、二次の取引関係がDB上に認められたのは計244社。
 鋳造と異なり、サプライヤーのすそ野がそれほど広くないことが伺える。

※他業界と⽐較するため、合計点をコア企業数で除算したものを取引関係の強さとして掲出。

取
引

関
係

の
強

さ

企業数

鍛造×航空機業界
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（3）分析結果 –鍛造×建機業界
 建機業界の指定コア企業（9社）に対し、一次、二次の取引関係がDB上に認められたのは計141社。
 複数の⼤手建機メーカーと取引関係を持つ鋳造メーカーが5社あった。

※他業界と⽐較するため、合計点をコア企業数で除算したものを取引関係の強さとして掲出。

取
引

関
係

の
強

さ

企業数

鍛造×建機業界
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（合計点） （計247社） （割合） （合計点） （計244社） （割合） （合計点） （計141社） （割合）

100〜 100〜 100〜

90〜99 90〜99 90〜99

80〜89 80〜89 80〜89

70〜79 70〜79 70〜79

60〜69 60〜69 60〜69

50〜59 3 1.2% 50〜59 50〜59

40〜49 3 1.2% 40〜49 40〜49

30〜39 4 1.6% 30〜39 30〜39 3

20〜29 25 10.1% 20〜29 8 3.3% 20〜29 5

10〜19 47 10〜19 46 10〜19 33

1〜9 165 1〜9 190 1〜9 100
85.8% 96.7% 94.3%

⾃動⾞業界 航空機業界 建機業界

5.7%

（4）分析結果の比較
 鋳造と比べると、サプライヤーのすそ野の広さはないが、コアとなる鍛造メーカーが⾃動⾞、航空機、建機のいずれの

業界においても確認された。
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3. 3Dプリンタ



（量産品への3Dプリンタ適⽤を進めるためのポイント）
 （設計）3Dプリンタの適⽤領域の明確化、DfAMの活⽤。
 （装置・材料・ソフトウェア）造形速度の向上、造形可能な材料の拡⼤、部品品質・精度（後処理）の改善、品質保証技術の確⽴等、

様々な技術課題が残されており、全体最適化に向けて今後も産学官挙げての取り組みを加速していく必要がある。中⻑期的にはマルチマテ
リアル化の実現、CSPの要素技術としての確⽴が重要。

 （ビジネスモデル）リアルデータ・プラットフォームの構築、導入支援サービスの提供など「製造」+「サービス」。

調査総括

（提言）
 （上記要因①、②、⑤への対応）体系的・継続的な研究開発支援プログラムの策定

 （上記要因③、⑤、⑥への対応）特定テーマ・技術課題に対応する研究開発組織・拠点の整備とネットワーク化

 （上記要因④への対応）人材育成の加速

調査スコープ  ⽇本の製造現場（主に量産現場）における3Dプリンタの普及に向けてとるべき⾏動のポイントを調査

（市場規模と日本企業のシェア︓現状）
 2017年の世界の3Dプリンタ市場規模は、前年⽐18.4％増の

27万台となった。⽇本企業の占める割合は3.5％である。（メー
カー出荷数量ベース）

（市場規模と日本企業のシェア︓将来の⾒通し）
 2021年の世界の3Dプリンタ市場規模は48万台を予測

（2015〜2021年のCAGR16.7％）。⽇本企業の占める割
合は、2021年に2.0％にまで縮⼩する⾒通しである。（メーカー
出荷数量ベース）

（欧米での量産品への3Dプリンタ適⽤推進）
 欧米では3Dプリンティング（積層造形）技術を対象とした中⻑期のロードマップを策定。このロードマップに即して設計から装置・材料、モニタ

リング技術等までに係る数多くの研究開発プロジェクトが⾏われている。
 欧米企業は独⾃の技術や知⾒・ノウハウを活かした装置・材料の低価格化、オペレーションコスト削減、量産化への移⾏支援などにより、3D

プリンタの量産適⽤へのハードルを下げている。

（量産品への3Dプリンタ適⽤が進まない要因）
①従来工法を前提としたエンジニアリングチェーンの確⽴
②航空宇宙、防衛等の産業規模が⼩さい
③新技術の導入に慎重

④3D設計の⼈材不⾜
⑤要素技術の開発が発展途上
⑥規格・標準化の未整備 ※①〜④は⽇本特有（欧米との⽐較）、⑤〜⑥は世
界共通



量産品への3Dプリンタ適⽤が進まない要因

（出所）ヒアリング調査、各種資料より矢野経済研究所作成

世界共通 ⽇本特有（欧米との⽐較）

装置の価格が⾼い 従来工法を前提としたエンジニアリングチェーンが確⽴されている

造形速度が遅い 航空宇宙、防衛等の産業規模が⼩さい

造形精度が低い（表面処理が必要） 新技術の導入に慎重である（リスクを取りたがらない）

造形サイズに制約がある 3D設計の⼈材が不⾜している

材料の種類が限定的である

材料の価格が⾼い

造形品の評価⽅法等の標準化がなされていない

材料や造形品の認証取得プロセスが分からない

導入メリットを把握しにくい

量産ラインの構築⽅法が分からない

 3Dプリンタにおいては装置・材料の価格の⾼さをはじめ、造形速度や造形精度、材料種類、品質保証など要素技
術の開発が未だ発展途上にあるほか、標準化への取り組みも世界共通の問題として残されている。

 ⽇本においては、従来工法（切削、鋳造、鍛造、プレス等）を前提としたエンジニアリングチェーン（設計〜⽣産）
の確⽴により国際競争⼒を発揮してきた。さらに、現場⼒を活かすことで⾼度化する顧客ニーズに対応できていること
から、実績の少ない3Dプリンタをすぐに導入する必然性は低いと考える企業が多い。また、欧米において3Dプリンタの
導入が進んでいる航空宇宙等の産業規模が⼩さいほか、3D設計を⾏う⼈材も不⾜している。
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2013                2014                2015                2016                2017                2018 2019 2020

オープンソースPLCアーキテクチャ

3D傾斜材料の堆積制御

モジュール式レンズ工作機械改造システム
低コスト再生アルミデスクトッププリンタ

マイクロ誘導焼結テストベッド

⾼スループットLHW Ni & Tiプロセス
ハイブリッドAMおよび除去システム

Project Call 3 – Summer 2015 Focus Area

次世代装置

プロセス温度勾配制御システム

リアルタイム処理温度解析手法
Project Call 3 – Summer 2015 Focus Area

マルチマテリアル Delivery & Deposition
Project Call 3 – Summer 2015 Focus Area

欧米での量産品への3Dプリンタ適⽤推進

（出所）AM-motion 「Additive Manufacturing Roadmap: vision, challenges and actions」をもとに矢野経済研究所作成

（出所）America Makes資料をもとに矢野経済研究所作成

【欧州】
Horizo  n 2020 “FoFAMプロジェク
ト”（2015年1月〜2016年12
月）の枠組みでAdditive 
Manufacturingに関するロードマッ
プを策定。その内容を進化させた
AM-motionロードマップを2018年
10月に発表した。

【米国】
America Makesでは、2020年ま
での積層造形技術のロードマップ
（Ver.2.0）を策定。技術的重点
分野を設計、プロセス、材料、バ
リューチェーン、AMゲノムの5つに分
け、2016年３月からPhase 1〜３
の段階に分けて開発テーマ
（Project Call）を募集した。

America Makes Technology Roadmap Ver2.0（process）

AM-motion Vision

 欧米では3Dプリンティング（積層造形）技術を対象とした中⻑期のロードマップが策定されている。このロードマップ
に即して設計から装置・材料、モニタリング技術等までに係る数多くの研究開発プロジェクトが⾏われている。
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欧米での量産品への3Dプリンタ適⽤推進

（出所）ヒアリング調査、各種資料より矢野経済研究所作成

 欧米企業を中心に、独⾃の技術や知⾒・ノウハウを活かした装置や材料の低価格化、オペレーションコスト削減、
量産化への移⾏支援などにより、３Ｄプリンタの量産適⽤へのハードルを下げている。

 いずれの企業も異業種等の買収、パートナーシップの拡⼤などによってエコシステムの構築を推し進めている。
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量産品への3Dプリンタ適⽤を進めるためのポイント

（出所）ヒアリング調査、各種資料より矢野経済研究所作成

 形状制限の少なさという3Dプリンタの特⻑を活かし、「何が製造できるのか」ではなく、「何を製造するのか」という適⽤領域の
明確化が不可⽋。こうした設計思想の改革のもと、3Dプリンタの有するポテンシャルを最⼤限に発揮する設計⼿法
（DfAM）の活⽤が効果的となる。

 事業を展開していくうえでは、バリューチェーンの最適化などを目的としたリアルデータ・プラットフォームの構築、導入・量産移
⾏を支援するコンサルティングサービスの提供など、「製造」+「サービス」といった取り組みの重要性が増してくるであろう。
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量産品への3Dプリンタ適⽤を進めるためのポイント

（出所︓ヒアリング調査、各種資料より矢野経済研究所作成）

 装置、材料、ソフトウェアにおいては様々な技術課題が残されており、全体最適化に向けて今後も産学官挙げての取り組
みを加速させていく必要がある。

 現在は量産段階で必須となる造形速度の向上、造形可能な材料の拡⼤、部品品質・精度（後処理）の改善、プロセス
モニタリングとシミュレーションによる品質保証技術などに関する研究開発が活発化している。中⻑期的には3Dプリンタの特
⻑を活かせるマルチマテリアル化の実現、CPSの構成要素としての確⽴が重要なポイントとなる。

・新規材料開発︓⾦属粉末では軽量化素材のアルミ合⾦、EV等での需要拡⼤が⾒込まれる銅合⾦等。傾斜機能材料の開発も進展。
・後処理最適化︓切削加工のほか、表面処理（ブラスト、レーザ）、コーティング（PVD、溶射）等の適⽤。
・熱源の多様化︓銅など難加工材への適応（Blue/Green Laser）
・マルチマテリアル化︓複数の⾦属粉末を使える装置の開発が進展（主にDED⽅式）。中⻑期的には⾦属/樹脂・CFRPの実現可能性の
⾒極め。
・モニタリング技術︓溶融・凝固現象の解明に向け、⾼速度カメラやサーモビューワ、⾼出⼒X 線等によりメルトプールのオペランド計測を実施
し、⽋陥発⽣と関連付け。
・シミュレーション︓溶融・凝固現象にとどまらず、組織、熱変形予測に対してマルチスケール、マルチフィジックスをベースとした研究。48



提言

 3Dプリンタは第四次産業革命の実装に向けた設計・加工技術の選択肢を拡⼤させる有効なツールの⼀つ。
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4. 航空機電動化



調査総括
調査スコープ

 航空機の電動化について、その動向を整理するとともに、要素技術・課題を抽出する。

（現状）
 2021年より「国際⺠間航空のためのカーボン・オフセット及び削

減スキーム（GMBM）」のパイロットフェーズがスタートする予定。
 航空会社にとって、温室効果ガスをどのように削減していくかは重

要な経営課題。
 従来技術の向上による改善だけでは⼤幅なCO2排出量の削減

が⾒込みにくく、バイオ燃料や⽔素燃料の使⽤に加え、電動化に
向けた取り組みが世界的に活発化。

 これまでの「装備品の電動化（MEA）」の取り組みに加え、「推
進系の電動化」に対する注目度が⾼まる。

 航空機のCO2排出量削減に⼤きな寄与が⾒込める旅客機推
進系の電動化が最終的なゴールと位置付けられるが、技術的に
要求ハードルが⾼く、最近は技術リスクが⽐較的低い細胴機
（シングルアイル）以下のサイズを対象とした電動化プロジェクト
が増加している。

 その⼀⽅で、⼩型プロペラ機やビジネスジェット機といった⼩型飛
⾏機の電動化は形式証明取得に関するレギュレーション（FAR 
Part23）が整備され、本格実⽤化が近づく。

 米Bye Aerospace等、新興メーカーの動きも目⽴つ。

 ⽇本では2018年7月に産学官連携の促進を目的とした「航空
機電動化（ECLAIR）コンソーシア」が発⾜。⾼出⼒密度モー
タ等、技術開発グループの活動もスタート。すそ野拡⼤による研
究開発基盤の強化が期待される。

（要素技術・課題）
 推進系の電動化の⽅式としては純電動化、シリーズハイブリッド、

パラレルハイブリッドがある。
 旅客機（細胴以下）をターゲットとした場合、従来の

Tube&Wing形態を踏襲でき、かつ出⼒規模も⽐較的⼩さく抑
えることが可能なパラレルハイブリッド⽅式が有⼒とみられている。

 航空機の「飛⾏⾼度」によって異なる技術課題があるが、旅客機
推進系の電動化では、「⾼出⼒密度化」が⼀番の課題と位置
付けられている。また、⾼⾼度領域での「耐放電・耐放射線」も
重要な技術要件となっている。

重
要
技
術
課
題

電動要素における「⾼出⼒密度化」

電動機
発電機

パワエレ

バッテリー

その他

数MW級のモータをいかに⼩型・軽量化するか、モータ構造はも
とより、機電⼀体化等と合わせた開発が焦点。
発電機では現状5kW/kgの出⼒密度を⼤幅に⾼める必要が
あるが、200〜300℃の耐熱性も要件となる。冷却機構を含め、
幅広い課題に対応することが求められる。

推進系の電動化では⼤容量（数MW〜数⼗MW）、⾼電圧
（ACDC1000V〜）の技術が求められる。鉄道向けに実⽤化
されているSiCモジュールが有⼒も、遮断器の⼤型化や耐放電・
耐放射線に課題。

⾼安全性（難燃性、耐衝撃性）の観点から全固体電池が有
⼒も、容量かつエネルギー密度が⼗分でなく、今後の研究開発
の進展が待たれる。海外ではLi-S電池での取り組みもみられる。

⾼電圧対応配線・コネクタの⼩型・軽量化等、開発ニーズは多
⽅面に亘る。 -51-



（1）航空機電動化の背景
• 国際⺠間航空機関（ICAO）や国際航空輸送協会（IATA）では、航空機からのCO2総排出量を2050年には

2005年時点の50％にまで削減する目標を設定。
• 航空旅客需要は今後20年間で約2.4倍に増⼤すると予測されており、このままでは目標をクリアすることが難しい。
• ファンの⼤直径化による燃費改善等、従来技術の向上による改善だけでは⼤幅なCO2排出量の削減が⾒込みにくい

ため、バイオ燃料、水素燃料の使⽤に加え、電動化に向けた取り組みが活発化している。

 国際航空部門からの温室効果ガス排出量は、2017年時点の世界全体での⼈為起源のCO2排出量の約2%を占める。
 各国の権限が及ばない領⼟上を運⾏すること、コードシェアにより国籍の異なる航空会社が共同運⾏することなどの国際航空セクターの特殊性を鑑み、

国際航空分野における温室効果ガスの削減⼿法の取り決めはICAOが主導。
 ICAOは2016年９月の第39回総会において、市場メカニズムを活⽤した温室効果ガス削減制度（GMBM︔Global Market-Based Measures

）を2020年以降に導入することを決定。「国際⺠間航空のためのカーボン・オフセット及び削減スキーム（Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviation︓CORSIA）」が規定された。

 2021年より同制度のパイロットフェーズがスタート。2024年〜2026年（第１フェーズ︓ICAO加盟国の参加意思表明に基づく⾃発的な参加）、
2027年〜2035年（第2フェーズ︓免除対象国除く、全てのICAO加盟国の参加義務付け）というように段階的に実施される。

 このため、航空会社にとって温室効果ガスをどのように削減していくかは重要な経営課題となっている。

出所︓JAXA資料より抜粋
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（2）技術概要
 航空機の電動化としては、装備品の電動化（More Electric Aircraft︓MEA）と推進系の電動化が挙げられる。

MEAについて、Boeing787では翼の防除氷装置や客室空調システム、エンジン始動装置を油圧式から電気式に変更
する等、近年は⼤きく進展しており、燃費だけなく、整備性や安全性の向上に寄与している。

 そうした中、さらなるCO2排出削減に向けた取り組みとして、推進系の電動化に対する注目が⾼まっている。
 推進系電動化としては、純電動⽅式、ハイブリッド⽅式が挙げられる。⼩型機は航続距離にもよるが、燃費・整備費削

減の点で純電動化が適する⼀⽅、旅客機は航続距離が⻑いためハイブリッド⽅式の⽅が適するとみられている。
 その他、回転翼機（ヘリコプター）の場所を選ばない離着陸性と固定翼機の⾼速性を兼ね備えた垂直離着陸機

（VTOL︓Vertical Take-Off Landing Aircraft）では、⼈⼝集中が進む都市部での短・中距離の移動⼿段とし
て期待が⾼まっており、特に電動モータで複数の回転翼を回転させる「eVTOL」の開発が活発化している。

出所︓JAXA「航空機電動化 将来ビジョン」より抜粋 -53-



（3）研究開発動向
 旅客機は航空機のCO2排出量総量削減への⼤きな寄与が⾒込めるため、NASAやBoeing、AIRBUS等が推進系の

電動化に関わるプロジェクトを進めている。
 NASA「N3-X」等、2040年代を⾒据えたコンセプトモデルに関連する基礎研究がある⼀⽅、最近は技術リスクが⽐較

的低い細胴機以下のサイズを対象とした電動化プロジェクトが活発化。AIRBUS「E-FanX」、United Technologies
「Project804」は2020年代の早い段階に⼤規模な飛⾏試験を実施する計画を明らかにしている。

 こうした背景から、従来のTube&Wing形態を踏襲でき、かつ出⼒規模も⽐較的⼩さく抑えることが可能な、パラレルハ
イブリッド⽅式による実⽤化が当面の開発ターゲットとなっている。

企業・組織 プロジェクト名 方式・タイプ モータ出⼒ 座席数 計画

NASA STARC-ABL 部分電動化 2〜3MW 154 2035年就航を想定

N3-X 電動ターボファン
（燃料電池） 50MW 300 2045年を⾒据えたコンセプト

Boeing SUGAR Freeze 部分電動化
（燃料電池） 4.1MW 100〜200 2030〜2050年の実⽤化を

⾒据えたコンセプト

SUGAR Volt パラレルハイブリッド 1.3/5.3MW 100〜200 2030〜2050年の実⽤化を
⾒据えたコンセプト

United
Technologies Project 804 パラレルハイブリッド 1MW 50 10年内に実⽤化

Wright Electric Wright1 ハイブリッド 1.5MW 186 2023年の飛⾏試験を予定

AIRBUS E-FanX パラレルハイブリッド 2MW 82〜112 2021年の初飛⾏を計画

（EasyJet） ハイブリッド - 150 2030年の実⽤化を⾒据える

ONERA IMOTHEP project ハイブリッド - - 2020年1月にキックオフ

出所︓各種資料を基に矢野経済研究所作成
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（3）研究開発動向
 ⼩型電動飛⾏機は型式証明を取得するプロセスに入り、実⽤化が近づいている。実際、米国のBye Aerospace

（eFlyer）は2020年の早いタイミングに形式証明を取得する⾒込みであることを明らかにしているほか、イスラエルの
Eviation Aircraft（Alice）も形式証明の取得を進めている。
※⼩型電動航空機に対応した形式証明取得に関するレギュレーション（New FAR Part23）が2017年8月に施⾏

 Bye Aerospaceはノルウェーのパイロット訓練会社（OSM Aviation）から60機の発注を受けているほか、米フライト
シェアリングサービス会社のBlackBirdから110機のリクエストを受けたことを明らかにしている。セスナ機のハイブリッド化に
取り組む米国のAmpaireも顧客から50機の注文があったとリリースする等、本格的な事業化の動きが加速している。

 2019年6月、AIRBUSもSafran、Daherと共同でハイブリッド電気推進システムを備えたビジネス機を開発することを
発表するなど、⼩型電動飛⾏機の開発競争が激化しつつある。

 ⽇本では⼩型電動飛⾏機の事業化に取り組む動きはあまり⾒られないが、SUBARUが2019年1月、SUBARU-SBI 
Innovation Fundを通じBye Aerospaceに出資したことを明らかにしている。

出所︓各種資料を基に矢野経済研究所作成

企業・組織 プロジェクト名 方式・タイプ 出⼒（電動） 座席数 計画

NASA X-57 Maxwell ⼩型電動飛⾏機 60kW
（推⼒⽤） 4 2020年3Q頃の試験飛⾏

Zunum Aero ZA10 シリーズハイブリッド 1MW 6〜12 2020年前後のデモンストレー
ション

Bye Aerospace eFlyer2, 4 ⼩型電動飛⾏機 105kW 1/3 2020年中に認証取得予定

Eviation　Aircraft Alice ⼩型電動飛⾏機 280kW 6〜9 2020年の初飛⾏を計画

Ampaire 337 パラレルハイブリッド 160kW 6 2021年にも実⽤化を計画

AIRBUS EcoPulse project パラレルハイブリッド - 4〜6 2022年の初飛⾏を計画
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（4）日本における取り組み

 国⽴研究開発法⼈宇宙研究開発機構（JAXA）は以前より電動航空機の研究を⾏っており、「航空機⽤電動推進
技術の飛⾏実証（FEATHER）」では従来のレシプロエンジンを複数のモータを連結した多重化モータに置き換え、主
翼下のコンテナ内にリチウムイオンバッテリーを搭載した航空機を製作、2014〜15年にかけて飛⾏実証を実施した。

 2020年2月には航空機⽤電動推進システムの試験設備を新たに導入。FEATHERで使⽤した電動モーターに出⼒
アップなどの改良を施し、プロペラに供給されるモーター出⼒の評価試験などを⾏っている。

 2016年2月、JAXAはドイツ航空宇宙センター（DLR）と、電動推進技術に関する共同研究をはじめとする機関間協
定を締結。また、2017年3月には経済産業省とフランス航空総局（DGAC）が欧エアバスと⽇本企業の協⼒強化を
支援する覚書に署名する等、取り組みのすそ野が拡がっている。

 経済産業省は2013年より仏航空総局（DGAC）と⽇仏間の航空機産業協⼒を目的としたワーキンググループを毎
年開催。2017年からはエアバスサイドの要請を受け、「⽇エアバス⺠間航空機産業ワーキンググループ」を実施している。

 2019年9月25⽇に⾏われた「⽇エアバス⺠間航空機産業ワーキンググループ」では、「電動化」及び「環境」をメインテー
マに様々な情報交換が実施された。加えて、同月26⽇にはハイブリッド電気推進システムの開発に注⼒する仏Safran
を招いた「⽇サフランワーキンググループ」がはじめて開催された。

 また、2019年1月、経済産業省とBoeingは将来の航空機に必要となる技術分野において、両者が協⼒を強化するこ
とに合意するとともに、「⽇本国経済産業省とボーイング社との間の航空機の技術協⼒に係る合意書」に署名。

 具体的な取り組みとして、①航空機に関する電気推進に必要な電動化技術、複合材製造技術、⾃動化技術等につ
いての協⼒、②経済産業省は上記の協⼒分野において適切な可能性のあるパートナーの特定、ボーイングへの紹介、
⽇本企業に対する支援を実施、③ボーイングは将来の航空機輸送に関する戦略的ビジョンの情報提供と技術の実⽤
化に向けた努⼒により上記分野での協⼒を強化を進めていくこととした。

電動航空機の本格実⽤化を⾒据え、世界の主要プレイヤーと協⼒関係を構築。
「電動化」を起点に、国内航空機産業のさらなる拡⼤を目指す動きが活発化
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（4）日本における取り組み

 2018年7月、産学官連携による⽇本の航空機電動化
の技術開発、航空、電機産業間の連携促進を通じ、航
空機電動化技術の国際競争⼒向上を目指すことを目
的に、JAXA航空技術部門次世代航空イノベーションハ
ブを中核とした「航空機電動化（ECLAIR）コンソーシア
ム」が発⾜。

出所︓JAXAホームページより抜粋

産学官連携の促進を目的とした「航空機電動化（ECLAIR）コンソーシア」が発足。
⾼出⼒密度モータ等、技術開発グループの活動もスタート。

【将来ビジョン（ECLAIRコンソーシアム）】
 2020年代、“空飛ぶクルマ”を始めとした⼩型VTOL

や⼩出⼒⽤途で電動化の社会実装が進む。
 2030年代、旅客機のうち席数が100〜200席程

度のナローボディー機に電動化技術の適⽤範囲が
広がる

 2040年代、席数が200〜400席程度のワイドボデ
ィー機を含めたほぼ全ての航空機で電動化が適⽤さ
れる

2050年に向けて航空機電動化が段階的に進んでいく
とのシナリオに基づき、技術開発を推進していく計画。

 これまでの活動としては、2018年11月、2019年
10月に⼀般公開型のオープンフォーラムを開催。

 加えて、現在、技術開発グループの⽴ち上げを進め
ている。

 設⽴済みの技術開発グループとしては「航空機電動
化共通基盤」（代表︓JAXA）、「⼩型電動航空
機のビジネスモデル並びに地上インフラの検討」（代
表︓慶応⼤学）、「先進磁気回路技術を適⽤した
⾼出⼒密度モータの開発」（代表︓デンソー）があ
る。
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（5）要素技術・課題
 電動航空機の技術的な課題としては、第⼀に「⾼出⼒化」が挙げられる。普及が進む⾃動⾞（xEV）等と⽐べ、電動

航空機は⾼出⼒が求められるが、バッテリーを⼤型化すると重量が増す。航空機では機体に搭載する際の「軽さ」が特に
重要なため、⾼出⼒、かつ⼩型化・軽量化の技術が不可⽋。

 また、航空機の「飛⾏⾼度」に付随する課題もある。⼩型機などが飛⾏する低⾼度領域は地上から⽐較的近いため、推
進系の耐故障の性能や電動ファンの低騒音化などが求められる。⼀⽅、旅客機が飛⾏する⾼⾼度領域では上空の低
圧環境や⾼放射線環境のため、放電や放射線による影響への対応、電動モーターやバッテリーの発熱や電⼒の管理・
制御などが求められる。

出所︓JAXA資料を基に矢野経済研究所作成

分類 重要技術課題 構成要素/システム
⾼出⼒密度化
（重量の成⽴性確保、最⼤出⼒運転時間確保のための耐熱・冷却・放熱性）

電動要素（電動モータ、発電機、パワーエレクトロニ
クス、電池、遮断器、分配器、送配電線等）

電池の安全性と⾼エネルギ密度化の両⽴
（熱暴⾛等の危険封じ込めと電池システム全体としての⾼エネルギ密度化の両⽴）

電池（電⼒ストレージ）

⾼効率化
（BLIや多発化による推進効率の向上、推進系熱効率の向上）

推進系-機体統合システム、ハイブリッドシス
テム、電動要素

安全性・信頼性保証
（電動要素追加による故障率増加等に対するシステムの安全性と信頼性の保証）

電動推進システム、ハイブリッドシステム、電
動要素

耐放電・耐放射線
（⾼⾼度環境における⾼電圧要素及びシステムの放電及び放射線影響への対処）

パワーエレクトロニクス、電動モータ、発電機、
電動要素

熱＆パワー管理・制御
（低空気密度・ガスタービンエンジン内外⾼温環境下の熱とパワーマネジメント）

電動要素、電動推進システム、ハイブリッドシ
ステム

耐故障
（推進系故障時の緊急離着陸または運航継続に対する耐故障や故障許容設計）

電動推進システム

低騒音化
（ファン、プロペラの空⼒騒音低減）

ファン、プロペラ

全⾼度共通の重
要技術課題

⾼⾼度環境特有
の重要技術課題

低⾼度運⽤特有
の重要技術課題
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5. マイクロプラスチックファイバー



（課題）
 海洋だけでなく、⼤気中にもMＰFが浮遊しており、測定の過程で混入し区別がつかない。 ⇒正確に繊維くずを抽出するのは困難
 MPFの調査においては、プラスチック全体を捉えた対策も必要。 ⇒産官連携による対応を推進中

調査総括
調査スコープ

 海洋汚染の原因となるマイクロプラスチック(MP)、 特に洗濯時に漏出する繊維くず(マイクロプラスチックファイバー
/MPF)を巡る流出源、計算指標、排出量予測に関する国内外の研究動向を調査。

（背景）
 海洋へ漏出したMPは回収が困難な上、有害な化学物質を吸

着することにより⽣態系へ及ぼす影響が懸念される。
 2019年8月のビアリッツサミットで海洋におけるMPの⼀次汚染の

最⼤35%の原因であるMPFの環境負荷を削減することが明記。

（文献調査による情報分析）
 MPFの排出量に関して、洗濯時にある⼀定量のMPFが漏出して

いる点は共通するもののが、測定⼿法が統⼀化されていない。
 欧米と⽇本では洗濯機の種類が違うため、MPF漏出量にも影響

を与えるとみられるが検証報告は確認できなかった。
 排⽔処理施設では晴天時に99%除去されると言われるが、⽇

本では合併処理が多く⼤⾬時にはそのまま放流される。
 MPFが直接⼈体へ影響を与えたという実例報告は無いが、添加

剤には注意が必要。

（欧米の動向）
 欧州委員会(EC)、国連環境計画(UNEP)、国際⾃然保護連合(IUCN)などの国際団体、エレンマッカーサーなどのインフルエンサーがMPF

問題においてリーダーシップを発揮。
 ファッションパクト、プラスチック・リーク・プロジェクトなど官⺠連携によるプロジェクトも続々開始。
 欧州標準化機構（CEN)や米国繊維化学技術・染色技術協会(AATCC)では測定⼿法の標準化への動きが進む。
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（1）概要・背景

 マイクロプラスチック（MP）とは5mm未満の微細なプラスチック
を指すことが⼀般的。

 0.3mm以上のMPに関する研究が主体であったが、近年ナノサ
イズのMPに関する研究もはじまる。

 マイクロプラスチックファイバー(MPF)の定義は無く、多くは直径
10㎛以上であるが更に⼩さいサイズのMPFも⾒つかっている。

 MPは⼀次と⼆次に分類される。海洋へ流失するMPは⼆次の
⽅が多い（レジ袋やペットボトルなど）が、海に入る前に⼩さくな
ったMPFは⼀次に含まれる。

 MPFの海⽔への流失は⾐服の繊維くずに起因するものが⼤きい

 プラスチックは1950年以降普及、現在⾐服の60％以上は化
学繊維からできている。

 プラスチックは環境中で⾃然に分解されず、海洋へ流れるプラス
チックは年間800万㌧ (Jambek,2015) 。2050年には⿂の
重量よりプラスチックの重量が上回るとされる。
(MacArthur,2016)

 IUCNの報告書（2017）を受け、2019年ビアリッツサミットに
て⼀次汚染の最⼤35%の原因であるMPFの環境負荷を削減
することが明記される。

 欧米が測定⼿法の標準化を急ぐ中で、⽇本でも環境省、経済
産業省、国⼟交通省などが実態把握に取り組んでいるところで
ある。

MP/MPFとは MPF問題の背景

出所︓IUCN報告書（2017）
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（2）文献調査結果
（MP/MPFをキーワードにした論文）
 MPをキーワードにした論文は2019年で700件を超え、2015年以降

は特に増加。（情報機構,2019)
 欧米、アジアを対象とした河川や海でMPのサンプルを採集した文献が

多いがサンプリング⽅法や前処理、測定⼿法は統⼀されていない。
 約20件はMPFの測定⼿法に関する文献であるとみている。
 最もよく使われる論文は、2011年Browne(洗濯時1900本のMPF

が排出)や2015年Jambek（海洋へのMPFを地域別に分析)など。

（複数回洗濯時によるMPF排出量）
 研究者により知⾒は異なる。⼤きくわけて、洗濯回数を重ねるご

とにMPFの漏出量は増加する↔1回目のMPF漏出量が最も多く
以降減少するかのどちらか。

 洗濯時の⾐服が乾いているか濡れているか、合成樹脂の種類に
よって、複数回洗濯時により差がみられるとの検証結果も。

（合成樹脂の種類によるMPF排出量）
 市場に出ている⾐服の6割は化繊であり、更に化繊の約8割はポリエステ

ル製であることから多くの研究がポリエステル中心。
 ジャケットやシャツからもMPFは漏出されるが、フリース素材が最もMPFを

排出するとの⾒⽅が強い。
 ポリエステルが最も多くのMPFを漏出するとの⾒⽅が強いが、アクリル、ナイ

ロン、リサイクルポリエステル、セルロースなどからもMPFは検出されており、
実験によりポリエステルより多い場合がある。

 天然樹脂からもマイクロファイバー(MF)が排出されることが判明している。

（洗濯1回あたりのMPF排出量）
 洗濯時のMPF排出量はこれまでの検出⽅法では330㎛のプランクトン

ネットが採集調査に使われてきたが計測⼿法の発展により、2016年
以降10㎛、2019年以降1㎛まで計測可能に。

 洗濯1回あたりのMPF排出量は研究者により異なり、⽐較は困難。
 多くのMPFの計測は本数または重量で表される。しかし、1本1本数え

るのは困難なため面積や質量で表す論文も。
 ⽣地の編み⽅や洗剤の有無、洗濯時に発⽣する他の服との摩擦具

合も排出量に影響を与えるとみられる。

（ IUCNの算出方法）
 IUCNの報告書はスイスの環境コンサルタントEA-Shaping 

Environmental ActionのBoucherらが執筆。
 MPFの排出量は複数の研究者から引⽤しているものの、元は

Browne(2011)とDubaish（2013)である。
 国連計画(2018)も元の洗濯時のMPF排出量の引⽤先は同じであるが、

全体量はIUCNより楽観的。IUCNが排⽔処理施設におけるMP除去率
85%に対し、国連計画は地域毎の排⽔処理施設へのアクセス率と処理
能⼒を加味しているとみられる。

（洗濯機の種類によるMPF排出量）
 縦型洗濯機で洗った際に、ドラム型の洗濯機よりもMPFを排出するとい

われている。
 ⽇本は縦型洗濯機が主流であるが、アメリカのかくはん式と異なり、渦

巻式縦型であることから、排出量は少なめと予想される。
 さらに、⽇本は糸くずフィルターがついている洗濯機が普及しており、それ

ら⽇本式と欧米を⽐較した検証報告は無い。
 欧米は乾燥機を使うことが多いが、⽇本は天⽇⼲しが主流。その違い

の検証報告も無い。
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（3）欧米の動向
リーダーシップ 官⺠連携プロジェクト

 欧州委員会(EC)は欧州連合の政策執⾏機関であり、2015年にサー
キュラーエコノミー・パッケージ、2018年にプラスチック戦略を採択するなど
積極的に欧州の循環型経済、脱プラスチックへの動きを先導。

 国連計画(UNEP)は国連の補助機関、バーゼル条約等を管理。2015
の国連持続可能な開発サミットにてSDGsを提言。14番目「海の豊かさ
を守ろう」では、海洋と海洋資源の保護について記載。

 国際⾃然保護連合(IUCN)は世界最⼤規模の⾃然保護団体。(非
政府組織）2017年にMPFが⼀次MPの海洋への主たる流失源と指摘
した内容が2019年のG7ビアリッツサミットにて引⽤。

 エレンマッカーサーは2005年にヨット単独世界⼀周の新記録を樹⽴。航
海中にプラスチックのゴミ山を目撃したことから、サーキュラー・エコノミーを推
進、2010年財団を設⽴。2016年ダボス会議での発言が注目を集める。

 UKプラスチックパクトは2018年に環境団体WRAPエレンマッカーサー財
団と⽴ち上げたイギリス官⺠連携のプラスチック削減プロジェクト。2025年
までに100%使い捨てプラスチック容器を無くすなど目標を設定。

 プラスチック・リーク・プロジェクトは2019年に環境コンサルタントの
QuantisとEA-Shaping Environmental Actionらが著名企業18社
やIUCN,UNEPなどの国際団体と発⾜。ライフサイクルアセスメント(LCA)
に沿ってプラスチック汚染削減へ向けた活動を⾏う。

 ファッションパクトは2019年のビアリッツサミットにて著名企業32社が事業
活動において気候変動、⽣物多様性、海洋保護の3つの分野でアクション
を起こす共同誓約。参加企業はアパレル業界の20%をしめる。⾏動指針
はSDGsに沿っており、特に海洋保護の部分ではMPFに関する記述が多
い。

測定手法の標準化 法案・条令
 米国繊維化学技術・染色技術協会(AATCC)は2018年に染色堅

牢度加速試験（染色された⽣地などの色落ち、色移りの程度の速さ
を確認するための試験）を⽤いた測定⼿法の標準を草稿中。

 クロスインダストリー協約には2018年欧州の5つの業界団体(国際石
鹸洗剤清掃要因協会、欧州化学繊維協会、欧州アウトドアグルー
プ、欧州繊維産業連盟、欧州スポーツ⽤品産業連盟）が署名し、
AATCC法をベースに、MPF測定法の⾃主開発を⾏った。⽇本化学繊
維協会、⽇本繊維産業連盟も参加。⇒2019年に結果を欧州環境
総局、欧州産業総局、欧州標準化機構(CEN)に報告、開発を
CENに移管。

 ⽇本も化繊協会などをメンバーに加え、洗濯排⽔におけるMP測定⼿
法ISO化への管理委員会を発⾜、欧州と連携を取る。(経産省主催)

 現在、MPFについて法案・条例は無い。
 欧州が今後MPFに関する規制や条例を策定する際は、CENが基準の

開発を担う。
 ISOはジュネーブ協定によりCEN主体で取り決めを⾏うこともあり、国際

基準も、欧州の意向が規格を左右するとみている。（繊維に関する
CENのTC248メンバーとISOのTC38欧州メンバーはほぼ同⼀）

 先ずは標準規格の制定後、各国での法案・条例への調整が進む予
想。

 米国は州法が強く、2018年にはカリフォルニア州でプロポジション65の追
加条例案（⾐服にポリエステルが50％以上使⽤されている際にはラベ
ルに洗濯時MPFの漏出危険性を明記する）が出たが、結果的に否
決。

＊赤字は経産省提供資料から引⽤
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（４）課題・今後の展開
（日本の動向）
 ⽇本の研究者もMPを中心とした河川や海洋中でのMP量の測定

や⽣態系への影響などを調査
 政府は2017年以降海洋プラスチックゴミ削減に向けた法改正や

採決が環境省を中心に活発化
 2019年以降⼤阪ブルーオーシャンビジョンなど国際的な場でイニシ

アティブを発揮
 官⺠連携プロジェクトとしては2019年2月にCLOMAが発⾜
 MPFに関する認識はこれから。MPF測定へむけた研究も始まったば

かり

（今後の展開）
 MPF測定⼿法の標準化に向けMPF実態の把握
 海外と⾜並みを併せた測定⼿法の標準化等
 MPF問題単体として捉えるのではなく、プラスチック問題全体を把

握した上での⾒⽅を持つ
 特定の企業や省庁ではなく、広い枠から循環型経済へ向けた

MPFの対策・解決⽅法・イノベーションを考える

地域 リーダーシップ 標準化に向けた動き 解決策

欧米

欧州連合
国連環境計画(UNEP)
国際⾃然保護連合(IUCN)
エレンマッカーサーなど

欧州標準化機構(CEN)
染色技術協会(AATCC)

循環型経済
脱プラスチック
脱石炭
LCA

日本

省庁、産官学で対応中 各省庁で対応
（例）経産省︓化繊協会と国際標準
化事業を推進中

プラスチック管理の強化
・３Rの推進
（Reduce/Reuse/Recyle）
・サプライチェーンのイノベーション推進
・環境ラベルの導入推進等
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6. QOL向上等に資する生活製品関連技術把握



調査総括

 本調査では社会ニーズに資する⽣活製品関連技術等について、ニーズとシーズの両面から調査し、それらにおける重要技術を特定しつつ、
実⽤化普及に向けた課題などを把握することを目的とした。

 具体的には、2040年をターゲットイヤーに据え、望ましい社会の未来像を描くとともに、その実現に必要な望ましい重要技術を特定する
「バックキャスト」、現在を起点とした重要技術を特定し、その発展によってどのような社会が実現できるのかを把握する「フォーキャスト」の両⽅
向から調査を進め、その差分（実⽤化・普及に向けた課題）を明らかにする。

日本社会の未来像と
ニーズの検討（2040

年）

ニーズに対応する生活
製品関連に関わる重要

技術の特定

重要技術における我が
国のポテンシャルと課

題を調査

生活製品関連に関わ
る優れた新技術等の

特定

特定した新技術等の
普及・拡大に伴う日本
社会の未来像の検討

日本社会の未来像実
現に向けた課題等を

調査

ニーズ型調査

シーズ型調査

2040年における
「社会の未来像」と

「科学技術の未来像」

【調査フロー】
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調査総括

 前掲のように、本調査では2040年をターゲットイヤーに据え、望ましい社会の未来像を描き、その実現に必要な望ましい重要技術を特定す
る「バックキャスト」、現在を起点とした重要技術を特定し、その発展によってどのような社会が実現できるのかを把握する「フォーキャスト」の両
⽅向から調査を進め、その差分（実⽤化・普及に向けた課題）を明らかにすることを目的とした（下図の緑色の文字・矢印）。

 しかしながら、現在を起点とした重要技術が2040年にどこまでの発展を遂げているかの把握が困難であることなどから、バックキャストの視点
で現在の重要技術を例⽰し、望ましい社会を実現するために必要な当該技術のポテンシャルや課題を把握することとした（下図の⻘色の
文字・矢印）。

（出所）文部科学省「第11回科学技術予測調査をもとに矢野経済研究所作成
67



（１）日本社会の未来像の検討

人間らしく生きら
れる社会

•小さな感情の変
化の検知

•リアリティのある
感情伝達と共有

•迅速な心のケア
ネットワーク

多様性のある社
会

•価値観の共有で
つながる

•好きな場所で暮ら
し働く

•少規模スマートシ
ティ

共生する社会

•異なる文化や価
値観の理解と受
容

多次元社会

•血縁や地縁を超
えたつながり

•時空を超えたつ
ながり

データ共有社会

•データのオープン
化

•リソースの共有

•ロボットにより作
業代替

人・健康・地球モ
ニタリング

•どこでも高度医療

•国際的地球環境
モニタリング

人間らしさを再考し、多様性を認め共生する社会

リアルとバーチャルの調和が進んだ柔軟な社会

身体機能の拡張
した社会

•身体の補完

•人間と機械の融
合

心身の安定した
社会

•性格特性にあわ
せた心理支援

•心身の健康の自
己コントロール

達人社会

•モノづくりや農業
の達人

•外部知能ネット
ワークの活用

•匠の技術のアー
カイブ

適化社会

•資源循環

•生産と消費の冗
長的 適化

•持たない暮らし

備える社会

•災害から生き残る

•モニタリングと予
測

•意思決定支援

カスタマイズ社
会

•個人生産

•データに基づく個
別対応

人間機能の維持回復とデジタルアシスタントの融
合による「個性」が拡張した社会

カスタマイズと全体 適化が共存し、自分らしく生
き続けられる

無形・個人 有形・個人

無形・社会 有形・社会

 文部科学省「第11回科学技術予測調査」では、2040年をターゲットイヤーとして超スマート社会（society5.0）の実現に向けた取り組
みが進んだ状況を想定。⼆つの軸（無形ー有形、個⼈－社会）を設定して、⽇本社会の未来像を分類した。

（出所）文部科学省「第11回科学技術予測調査」
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（１）日本社会の未来像の検討

年齢・性別・障害の有無・国籍・所得等に関わりなく、誰もが多
様な価値観やライフスタイルを持ちつつ、豊かな人生を享受
できる社会

•職場スイッチ

•パノラマ教室

•お節介ロボット

•あらゆる翻訳

•健康100 年ボディ

「インクルーシブ（包摂）」の社会（人づくり）

設計の変更を前提とした柔軟・即応のアプローチにより、技術
革新や市場環境の変化に順応して発展する

•三つ星マシン

•えらべる配達

•全自動農村

•手元にマイ工場

•らくらくマネー

「トランスフォーム(変容)」の社会（産業づくり）

地域資源を集約・活用したコンパク ト化と遠隔利用が可能な
ネットワーク化により、人口減でも繋がったコ ミュニティを維持
し、新たな絆を創る

•どこでも手続

•いつでもドクター

•クルマヒコーキ

•あちこち電力

•時空メガネ

「コネクティッド（連結）」の社会（地域づくり）

 総務省「未来をつかむTECH戦略」では、未来づくりの主たる要素として「⼈」「地域」「産業」を設定し、2030〜2040年に「実現したい」未
来像の検討を進め、以下のコンセプトを掲げた。さらに、それぞれのコンセプトのもと、新たな社会の象徴的な15のシーンをイラスト化した。

（出所）総務省「未来をつかむTECH戦略」
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 経済団体連合会「Society5.0-ともに創造する未来」では、Society4.0から5.0への変化として「課題解決・価値創造」「多様性」「分散」
「強靭」「持続可能性・⾃然共⽣」がキーワードになると予測した。また、9つの分野について具体的な社会像を提⽰した。

（出所）経済団体連合会「Society5.0-ともに創造する未来」

都市・地⽅ ⽣活し働く場所の選択肢を拡⼤し、多様なライフスタイルを妥協なく実現すると同時に、多様性を尊重する。

エネルギー データ活⽤による効率的なエネルギー供給網の構築、分散型マイクログリッドの開発、オフグリッド化を進め、全ての⼈々が⼿ごろで信頼性の⾼い
エネルギーを使えるようにする。

防災・減災 災害情報連携システムの構築、デジタル技術を活⽤したインフラの維持管理等により⾃然災害に対して強靭性を⾼める。

ヘルスケア 個⼈の身体・⾏動のデータとバイオテクノロジーを活⽤して、必要な⼈が適切なタイミングで必要なケアを受けられるようにする。

農業・食品 ⼈々の食を支える農業・食品産業を、だれもが挑戦し、創造性を発揮し得る魅⼒ある⾃⽴的なものへと変革する。

物流 先端技術を実装することで増⼤する都市部の物流量に対応するとともに、都市周辺部や遠隔地にも効率的なサービスを提供する。

ものづくり・サービス より多くの⼈がデジタル変革における「ものづくり」やサービスの提供に参加し、多様な価値創造を⾏えるようにする。

⾦融 社会全体への効率的な資⾦配分を⾏う。

⾏政 誰もが挑戦できるようセーフティネットを確保する。

具体的な社会像

誰もが、いつでもどこでも、
安心して、⾃然と共⽣しながら、
価値を⽣み出す社会

（１）日本社会の未来像の検討
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（１）日本社会の未来像の検討

※ユーザーローカル テキストマイニングツール（ https://textmining.userlocal.jp/ ）による分析

誰もが多様な価値観やライフスタイルを持
ちつつ、豊かな⼈⽣を享受できる社会

コンパクト化とネットワーク化により、⼈⼝
減でも繋がったコミュニティを維持し、新た
な絆を創る社会

柔軟・即応のアプローチにより、技術革新
や市場環境の変化に順応して発展する
社会

⼈間らしく⽣きられる社会
多様性のある社会
共⽣する社会
身体機能の拡張した社会
達⼈社会
多次元社会
データ共有社会
健康な⼈間・健康な地球
備える社会
最適化社会
カスタマイズ社会

価値を⽣み出す社会

誰もが多様な才能を発揮できる社会

いつでもどこでも機会が得られる社会

安心して暮らし挑戦できる社会

⼈と⾃然が共⽣できる社会

（参考）テキストマイニング分析結果

第11回科学技術予測調査 未来をつかむTECH戦略 Society5.0-ともに創造する未来

 3つの場で検討された⽇本社会の未来像をもとに、以下のテキスト文章を⽤いてテキストマイニングを実施した。その結果、「多様」、「共⽣」、
「即応」、「多次元」、「⼈間らしい」などの単語の頻出度が⾼く、かつ特徴的であるといった結果を得られた。
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（出所）各種資料より矢野経済研究所作成

•誰もが多様な価値観を持ちつつ、感情や体験の共有、コミュニケーションによって相互
理解を深め、共⽣できる

異なる文化・価値観を理解し、共⽣する社会

•⼈同士、⼈とロボット・モノ、ロボット・モノ同士がネットワークでつながり、仮想空間と現
実空間が共存・調和できる

リアルとバーチャルが調和した多次元社会

•個⼈の希望するライフスタイルを確⽴しつつ、エネルギーや⽔、交通、⼈流・物流、廃
棄物などに関するデータのスマート化・分散化の進展によって、気候変動・⾃然災害に
も強靭で持続可能な⽣活を送ることができる

カスタマイズと全体最適のバランスがとれた強靭性の⾼い社会

•ひとりひとりの状態に合わせた心身能⼒の拡張や予防、医療などの支援によって、⼈
⽣ 100年時代の⽣涯にわたって⾃分らしく⽣き続けられる

⼈の能⼒・機能の補完と拡張によりQOL向上が図られる社会 ・モニタリング/センシング
・⽣体適合
・予防/病状コントロール
・遠隔医療

・ロボット
・ヒューマンマシンインターフェース
・次々世代移動通信システム（Beyond 5G）

・マスカスタマイゼーション
・最適なモビリティサービス
・スマートグリッド/マイクログリッド
・資源循環（3R）

・脳機能の可視化
・体験伝達メディア（AR/VR、ボディシェアリング
等）
・翻訳機能（多言語・音声・点字・⼿話等）

ニーズに対応する技術テーマ⽇本社会の未来像・ニーズ

 3つの場で検討された⽇本社会の未来像とテキストマイニングの結果をもとに、2040年における⽇本社会の未来像・ニーズと、そのニーズに
対応する技術テーマを以下のように設定した。

（１）日本社会の未来像の検討

-72-



（２）2040年の社会ニーズに対応する重要技術の特定

 2040年の社会ニーズに対応する⽣活製品関連の重要技術を特定するにあたり、⽣活製品関連の絞り込みを⾏った。⽣活製品（⽣活製
品課が所掌する製品群）は繊維、服飾品、⽇⽤品、建材、住宅設備など多岐にわたるが、なかでも⽇常⽣活に密着し、かつ⽣体データ
等の収集・分析によって「Connected Industries」実現への貢献と、⽣活の質の向上をもたらす可能性がある製品として、その重要性が
増している繊維に焦点をあてた。

 次に、Google Scholarにて社会ニーズに対応する技術テーマと各種繊維とのAND検索を⾏い、論文数を⽐較した（期間︓2010〜
2019年）。導電性繊維やアラミド繊維など10種類の繊維を対象とした検索結果をみると、技術テーマとしてモニタリング・センシング、⽣体
適合、ロボット、対応する製品として導電性繊維、アラミド繊維、⽣分解性繊維に関する論文が多かった。

導電性繊維 アラミド繊維 ⽣分解性繊維 超⾼分子量ポリエチレン繊維 LCP繊維 PBI繊維 PEI繊維 ポリアミドナノファイバー ポリエステルナノファイバー ナノファイバー不織布

conductive fibers aramid fibers biodegradable fibers UHMWPE fibers LCP fibers PBI fibers PEI fibers polyamide nanofibers Polyester nanofibers Nanofiber nonwoven fabrics

脳機能の可視化 brain function 14 5 4 0 0 0 1 2 1 0 27

体験伝達メディア experience communication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

翻訳機能 translation function 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロボット robot 275 206 16 19 3 3 1 9 2 0 534

ヒューマンマシンインターフェース human machine interface 96 6 2 2 0 0 0 1 0 0 107

次々世代移動通信システム beyond 5G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

マスカスタマイゼーション mass customization 11 10 2 0 0 0 0 0 0 0 23

スマートグリッド/マイクログリッド smart grid 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 15

資源循環 recycle 58 253 82 40 5 10 4 20 9 2 483

⾃動運転 autonomous driving 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

モニタリング・センシング sensing 1,880 667 169 178 5 20 28 151 58 6 3,162

⽣体適合性 biocompatibility 471 442 554 191 7 11 21 153 151 6 2,007

疾病予防/病状コントロール Disease prevention 33 5 2 0 0 0 0 1 2 0 43

遠隔医療 telemedicine 109 8 2 1 0 2 1 0 0 0 123

2,960 1,608 835 432 20 46 56 337 223 14 6,531

2040年の社会ニーズに
対応する技術テーマ 検索キーワード 合計

合計

（出所）矢野経済研究所作成

社会ニーズに対応する技術テーマと各種繊維（10種類）とのAND検索結果
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（出所）矢野経済研究所作成

【キーワードの抽出結果】

2040年の社会ニーズに対応する重要技術の特定（例）︓ストレッチセンサ、スマートテキスタイル、フレキシブルエレクトロニクス、等

◆Aramid fibers
In-Pipe Mobile Robot, Functional Fluid, Electro-Conjugate Fluid, Soft Actuator, Artificial Muscle , Carbon fiber, Adhesion, Autoclave, Cracks
Electrodes, Fingers, Generators, Fluids, Electron tubes, Needles, Electro-conjugate fluid, Functional fluid, Micro fluid pressure source, Rubber
Robotic tool design, Robotic automation, Tunnel maintenance, Concrete inspection, HMI, Robot finger, Soft actuator, Elastomers, Fracture, Muscle
Legged locomotion, Motion control, Pressure control, Pneumatic artificial muscle, Planar arm, Robot dynamics, Biomechanics, Carbon fibres
◆Conductive fibers
Coating,  Silver nanoparticles, Human-friendly interface, Health monitoring systems, Artificial robot arms, Silver particles, , ActuatorsElectron tubes
Conductive stretchable fibers, Knitted fabrics, Reversibility, Cotton, Soft robotics, Weaving, Three-dimensional displays,Tools, Fabrication, Strain
Stretchable conductor, Few-walled, PMIA, Core/shell structure, Stretching-induced alignment, Robot sensing systems, Fabrics, Electrodes
Capacitive sensors, Couplings, Coatings, Intelligent textiles, Smart textiles, Technical yarns, Optical fiber sensors, Muscles, Resistance
Anisotropic strain sensor, Crepe cellulose paper, Flexible electronic, Multidimensional strain sensor, Intelligent sensors

社会ニーズ︓ひとりひとりの状態に合わせた心身能⼒の拡張や予防、医療などの支援によって、⼈⽣ 100年時代の⽣涯にわたって⾃
分らしく⽣き続けられる。

技術テーマ及び製品︓センシング/モニタリング×アラミド繊維及び導電性繊維

 さらに、論文数の多い「センシングと導電性繊維」、「センシングとアラミド繊維」のAND検索結果において、関連度の⾼い上位10前後の論
文に記載されているキーワードを抽出した（キーワードのない論文についてはアブストラクトを参照）。これらのキーワードの中から、2040年の
社会ニーズに対応する重要技術としてストレッチセンサやスマートテキスタイル、フレキシブルエレクトロニクスなどを例⽰した。

（２）2040年の社会ニーズに対応する重要技術の特定
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（２）2040年の社会ニーズに対応する重要技術の特定

【キーワードの抽出結果】

2040年の社会ニーズに対応する重要技術の特定（例）︓埋め込み、⾜場材、⾎管再⽣、等

社会ニーズ︓ひとりひとりの状態に合わせた心身能⼒の拡張や予防、医療などの支援によって、⼈⽣ 100年時代の⽣涯にわたって⾃
分らしく⽣き続けられる

技術テーマ・製品︓⽣体適合性×⽣分解性繊維及び導電性繊維

◆biodegradable fibers
Bicomponent fibers, Biocompatibility, Biopolyester, Processing, Macromolecular architecture, Aliphatic polyesters, Tissue regeneration
Aniline oligomers, Degradable conducting copolymers, Poly(ε-caprolactone), Cross-linking, Melt spinning, Tenacity, Calcium phosphate cement
Electrospinning, Aligned fibersPorosity, Curcumin, Gold nanoparticles, Aminosilane functionalization, Sustained release, Biocompatibility, Electrospun

Drug eluting fiber mats, Drug incorporation techniques, Electrospinning, Nanofibers, Biodegradable devices, Fluorescence detection, Implantable devices

Optical fibers, Optogenetics, Acid-responsive, Drug delivery systems,  Fibrous scaffolds, Tissue engineering,  Animal derived food, Layers, Electrospinning

◆conductive fibers
Aligned porous fibers, Cell alignment, Cell adhesion, Anisotropic tissue engineering, Nerve regeneration, Parallel-aligned fibers, Coatings
Hydrogel fiber, Multifunctional, Scalability, Ultrastretchable, Tissue engineering, Bioactivity, Orientation, Peripheral nerve, Scaffold material
Fabrics/textiles, Metals, Smart materials, Electrical properties, Metallically conducting alginate fiber, Modified wet-spinning process, Revascularization

Ion-exchange during spinning, Electrical stimulation, Biomineralization, Protein adsorption osteogenic differentiation, Dopamine, Polypyrrole nanoparticles

Electrospun membrane, Myocardial infarction, Cell intrusion, Electrical conductivity, Electrospun scaffold, Polyaniline, Three-dimensionality
Human umbilical cord mesenchymal stemcells, Neurogenic differentiation, Conductive composite film, Electrospun nanofibers

（出所）矢野経済研究所作成

 同様に、論文数の多い「⽣体適合性と⽣分解性繊維」、⽣体適合性と導電性繊維のAND検索結果において、関連度の⾼い上位10前
後の論文に記載されているキーワードを抽出した（キーワードのない論文についてはアブストラクトを参照）。これらのキーワードの中から、
2040年の社会ニーズに対応する重要技術として埋め込み、⾜場材、⾎管再⽣などを例⽰した。
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【キーワードの抽出結果】

2040年の社会ニーズに対応する重要技術の特定（例）︓⼈工筋⾁、ソフトアクチュエーター、歪センサ、等

社会ニーズ︓⼈同士、⼈とロボット・モノ、ロボット・モノ同士がネットワークでつながり、仮想空間と現実空間が共存・調和できる。

技術テーマ・製品︓ロボット×アラミド繊維及び導電性繊維

◆Aramid fibers
In-Pipe Mobile Robot, Functional Fluid, Electro-Conjugate Fluid, Soft Actuator, Artificial Muscle , Carbon fiber, Adhesion, Autoclave, Cracks
Electrodes, Fingers, Generators, Fluids, Electron tubes, Needles, Electro-conjugate fluid, Functional fluid, Micro fluid pressure source, Rubber
Robotic tool design, Robotic automation, Tunnel maintenance, Concrete inspection, HMI, Robot finger, Soft actuator, Elastomers, Fracture, Muscle
Legged locomotion, Motion control, Pressure control, Pneumatic artificial muscle, Planar arm, Robot dynamics, Biomechanics, Carbon fibres
◆Conductive fibers
Coating,  Silver nanoparticles, Human-friendly interface, Health monitoring systems, Artificial robot arms, Silver particles, , ActuatorsElectron tubes
Conductive stretchable fibers, Knitted fabrics, Reversibility, Cotton, Soft robotics, Weaving, Three-dimensional displays,Tools, Fabrication, Strain
Stretchable conductor, Few-walled, PMIA, Core/shell structure, Stretching-induced alignment, Robot sensing systems, Fabrics, Electrodes
Capacitive sensors, Couplings, Coatings, Intelligent textiles, Smart textiles, Technical yarns, Optical fiber sensors, Muscles, Resistance
Anisotropic strain sensor, Crepe cellulose paper, Flexible electronic, Multidimensional strain sensor, Intelligent sensors

（出所）矢野経済研究所作成

 同様に、論文数の多い「ロボットとアラミド繊維」、「ロボットと導電性繊維」のAND検索結果において、関連度の⾼い上位10前後の論文に
記載されているキーワードを抽出した（キーワードのない論文についてはアブストラクトを参照）。これらのキーワードの中から、2040年の社
会ニーズに対応する重要技術として⼈工筋⾁、ソフトアクチュエーター、歪みセンサなどを例⽰した。

（２）2040年の社会ニーズに対応する重要技術の特定
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（３）重要技術における我が国のポテンシャルと課題（人工筋肉）

種類 原理 特徴

導電性⾼分子 ポリピロール、ポリアニリン、
ポリチオフェン

電極間に電圧印加することで電極への電気浸透流による体積変化と、電極に吸着し
たイオンによって発⽣する浸透圧と静電気⼒が駆動⼒となって屈曲変形する。

応答性が⾼い
低電圧で駆動可能

イオン導電性⾼分子
（⾼分子電解質ゲル）

ナフィオン、フレミオン
＋⾦、⽩⾦

電解質中で酸化還元反応させ、導電性⾼分子にキャリアを注入。その際、カウンターイ
オンが⾼分子内にドーピングされることによって⼤きな体積変化が⽣じる。

⾼速応答が可能
低電圧で駆動可能

⾼分子ゲル ハイドロゲル、オルガノゲル、
PVC

温度、pH、電場、磁場、光などの外部刺激によりゲルを構成しているポリマー鎖が脱
⽔和・⽔和すると、ポリマー網目が収縮、膨張する。

伸縮量が⼤きい
形状保持性が⾼い

誘電エラストマー ポリウレタン、シリコーン、
アクリル

電極間への電圧印加により電極間に静電引⼒が⽣じて収縮し、直交する⽅向に膨張
する。

⾼速応答が可能
⾼伸縮、⼤気中で駆動可能

カーボンナノチューブ
（CNT） 単層、多層

イオン性液体とCNT、ポリマからなる⼆枚の電極の間に、イオン性液体の電解質層をサ
ンドしたデバイスを⽤い、両電極への電圧印加によるイオンの移動が⽣じて電解層が伸
縮する。その他、温度変化によりCNT撚り糸が伸縮するなどの研究成果もある。

低電圧で駆動可能
応答性が⾼い
伸縮量が⼤きい

電歪ポリマー P(VDF-TrFE) 電極間への電圧印加により、配向した分子双極子が反転することで変形が⽣じる。 ⾼速応答が可能

⾼分子繊維 ナイロン繊維、導電性ナイロン
繊維、LLDPE、スパンデックス ⾼分子繊維を引き伸ばした状態で加熱すると全⻑が収縮し、直径が拡⼤する。 ⾼出⼒

安価

McKibben型 天然ゴム、シリコーンゴム
ナイロン繊維

非伸縮性の繊維メッシュで包まれたゴムなどの弾性チューブ内部に圧縮空気を注入す
ることで、径⽅向に膨張するとともに軸⽅向に収縮する。 発⽣⼒と伸縮のバランスが良好

 軸⽅向繊維強化型 天然ゴム、カーボンファイバー ゴムチューブの中に軸⽅向にそろえた補強繊維を挿入。これに圧縮空気を注入すること
により、半径⽅向には膨張、軸⽅向には収縮する。 ⾼出⼒／⾼収縮率・⾼収縮⼒

形状記憶合⾦ チタン-ニッケル合⾦ 合⾦を過熱したり冷却したりして伸縮させる。 ⾼出⼒
軽量

空気圧

形状記憶

主な材料

⾼分子

⼈工筋⾁の主な種類

 2040年の社会ニーズに対応する重要技術として例⽰したものの中から、⼈工筋⾁についてそのポテンシャルと課題を調査した。
 ⼈工筋⾁とは、あたかも筋⾁のような働きをする柔軟性に優れたアクチュエータであり、導電性⾼分子、⾼分子ゲル、誘電エラストマー、カー

ボンナノチューブ、電歪ポリマー、⾼分子繊維など、さまざまな材料が⽤いられている。なかでも、近年は繊維メッシュで包まれた弾性チューブを
伸縮させる空気圧式⼈工筋⾁の実⽤化が進みつつある。2014年にテキサス⼤学ダラス校のHainesの研究グループが、捩ってコイル化した
⾼分子繊維を加熱することで最⼤50%近い収縮を⽰す釣り糸⼈工筋⾁ (Twisted and Coiled Polymer Actuator︓TCPA)を発
表した。市販の釣り糸から製作でき低コスト、かつ優れた量産性などの利点を有することから注目度が⾼まる傾向にある。

（出所）各種資料より矢野経済研究所作成
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（３）重要技術における我が国のポテンシャルと課題（人工筋肉）

（出所）データベース︓Web of Science Core Collection、検索ワード︓Artificial muscleにて矢野経済研究所作成
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順位 著者所属機関 国 件数
1 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM USA 130
2 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE FRANCE 114
3 CHINESE ACADEMY OF SCIENCES CHINA 108
4 UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM USA 103
5 CHUO UNIVERSITY JAPAN 88
6 UNNIBERSITY OF WOLLONGGONG AUSTRALIA 77
7 HARVARD UNIVERSITY USA 74
8 UNIVERSITY OF TEXAS DALLAS USA 74
9 UNIVERSITY OF LONDON ENGLAND 72
10 OSAKA UNIVERSITY JAPAN 70

⼈工筋⾁に関する論文発表数の推移

⼈工筋⾁に関する機関別論文発表数（2010-2019年累計、上位10機関）

⼈工筋⾁に関する国別論文発表数（上位5ヵ国） ⼈工筋⾁に関する⽇本の機関別論文発表数（2010-2019年累計）
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 ⼈工筋⾁に関する論文の発表数は2016年に600件を超えた。国別の発表数をみると、2017年に中国が米国を抜いて1位に躍り出た。
⽇本は3位の座を維持しており、機関別でも中央⼤学と⼤阪⼤学が上位10位内に位置している。この他、⽇本では東京工業⼤学、東京
⼤学、九州工業⼤学の論文数が多い。
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（３）重要技術における我が国のポテンシャルと課題（人工筋肉）

主な材料 駆動原理 課題

誘電エラストマー
電歪ポリマー

電気
（電界） 印加電圧の低減

導電性⾼分子
イオン導電性⾼分子

電気
（イオン） ⼤気中での駆動

⾼分子ゲル 電気、熱、
光、pH等

⾼分子繊維
形状記憶合⾦ 熱

カーボンナノチューブ 電気
（イオン） 低価格化

McKibben型
軸⽅向繊維強化型 空気圧 外部駆動装置の改良

応答性の向上

需要分野 概要

ファクトリーオートメーション
工作機械や精密機械において、ソフトアクチュエーターとし
て、固い⾦属などでは難しい湾曲動作などを⾏なう装置な
どへの適⽤が想定されている。

ヒューマノイドロボット
軽量で⼈間のようなしなやかな動きができるヒューマノイドロ
ボットを作る際には、ソフトアクチュエーターとしての⼈工筋⾁
の活⽤が⽋かせない。

パワードスーツ
（パワーアシストスーツ）

⼈体に装着し、⼈工筋⾁などをアクチュエータに⽤いて動作
の補助や歩⾏支援などを⾏う装置。介護、工場、物流、
農作業など様々な現場での適⽤が期待されている。

エネルギーハーベスティング
温度変化によって伸縮する⼈工筋⾁を発電デバイスとして
⽤いることで、太陽熱や排熱などから電⼒を得る⼿法が提
案されている。

⼈工臓器 ⼈工心臓・⼈工肛門等の駆動デバイス⽤アクチュエーターと
して応⽤することが検討されている。

⼈工筋⾁の主な需要分野

⽅式 企業 概要

株式会社イノフィス 東京理科⼤学発ベンチャー。2014年に「マッスルスーツ®」の本格販売を開始した。

株式会社s-muscle 東京工業⼤学と岡山⼤学が共同で進めていた細径⼈工筋⾁に関する研究成果を基に設⽴された⼤学発ベンチャー。

株式会社ソラリス 中央⼤学発ベンチャー。可変粘弾性下肢アシスト装具等を展開している。

株式会社ATOUN パナソニック社内ベンチャー制度を利⽤しスピンオフ。パワーアシストスーツを展開。

ブリヂストン株式会社 ゴム材料技術と油圧装置で使われているカシメ部の技術を応⽤しており、油圧式の⼈工筋⾁も開発した。

⾼分子 イーメックス株式会社 NEDOプロジェクト（⾼分子アクチュエータ研究）に関係した研究者が主体となり設⽴された研究開発型ベンチャー。

空気圧

⼈工筋⾁の主な技術課題

 ⽇本では主に⼤学発を中心としたベンチャー企業が⼈工筋⾁の実⽤化・普及に向けた取り組みを推進している。技術的課題は駆動原理
によって異なる。電界駆動⽅式の誘電エラストマーや電歪ポリマーは、⾼電圧（数百ボルト以上）が必要となるため安全性の面で懸念が
⽣じる。イオン駆動⽅式の導電性⾼分子等は低電圧（数ボルト）で⾼出⼒を得られるものの、溶液中（あるいは保湿環境下）でなけれ
ば駆動しない。加熱による温度変化で伸縮する⾼分子繊維や形状記憶合⾦は冷却時の応答性が問題となり、空気圧式の場合は空圧
ポンプなど別の駆動ユニットが必要となる。いずれの⼈工筋⾁も現段階では⼀⻑⼀短な性能であり、ターゲットとする⽤途を明確にした研究
開発が重要となっている。また、ベンチャー企業が多いことから、今後は「死の谷」や「ダーウィンの海」を乗り越えていくための資⾦・⼈材面での
サポート体制の充実化が必要となろう。

（出所）各種資料より矢野経済研究所作成

⼈工筋⾁市場の主な参入企業

-79-



（出所）矢野経済研究所作成

現在 未来

望ましさの
レベル

【望ましい社会の
未来像】

リアルとバーチャルが調和
した多次元社会

2040年

【現在の重要技術】
（例）⼈工筋⾁

（３）重要技術における我が国のポテンシャルと課題（人工筋肉）

⼈同士、⼈とロボット・モノ、ロボット・モノ同士がネットワー
クでつながり、仮想空間と現実空間が共存・調和できる
社会

【⼈工筋⾁における我が国のポテンシャルと課題】
・論文数が世界3位の座を維持するなど、研究開発が活発。
・様々な⽅式の⼈工筋⾁が開発されるも、現段階では性能には⼀⻑⼀短が
あるため、ターゲットとする⽤途を明確にした研究開発が不可⽋。
・事業化を図っている企業は⼤学発ベンチャーが中心。「死の谷」等を乗り越
えるためのサポート体制の充実化が重要。
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7. クモの糸



調査総括
調査スコープ

 クモ糸の現状、将来の⾒通し、参入企業動向について調査を実施。

（現状）
 クモ糸とは、化学的もしくは⽣物的に⼈工合成したタンパク質を

紡糸した繊維。欧米ではスパイダーシルク（Spider silk）と呼
ばれることが多い。

 ⽇本では⼈工クモ糸、合成クモ糸繊維と呼称されているが、
Spiberは“構造タンパク質”の名称を使⽤するようになっている。

 ⽇本ではSpiberが、ファッション・アパレル向けに展開している⼀
⽅、欧米ではクモ糸タンパク質の⽣分解性と⽣体適合性を活か
した外科縫合糸、抗菌コーティング剤、機能性化粧品など、医
療・ヘルスケア分野向けアプリケーションを中心とした展開が進
む。

 製品化がいち早く進んだ機能性化粧品では純植物性、生分解
性がPRされている。

 繊維のほか、パウダー、ゲル、フィルムなど形状の多様化も進んで
いるが、クモの糸の特性を人工的に再現した“人工クモ糸”とし
ての展開は発展途上。

（将来の⾒通し）
 「次世代のスーパー繊維」とも目された“⼈工クモ糸”の展開として

は、複合材の強化繊維が挙げられるが、これまでのところ単体で
強化繊維として成果が上がっている例はあまり⾒られず、研究開
発段階に止まる。

 米国で進められていた防護服関連の取り組みもその後の展開が
クリアになっていない。

 独企業は欧州航空機メーカーとパートナシップを締結（2019年
12月）、航空機の外装・内装向け⾼機能材料を開発していくと
発表しているが、あくまでも先⾏開発的な位置づけとみられる。

 当面は化粧品、医療⽤品での取り組みのほか、ファッション・ア
パレルでの応⽤を中心に進んでいくものとみられる。

 ファッション・アパレルはアニマルフリーを含め、サステイナブルな素材
に対する感度が⾼まってきていることから、⼈工クモ糸の量産化が
進み、コストが低下すれば、有効なオプションになる可能性があ
る。

（参入企業）
 主なメーカーとしては日Spiber、独AMSilk、米Kraig Biocraft Laboratories、米BoltThreadsが挙げられる。
 ファッション・アパレル業界における試作品をはじめ、医療、化粧品、⾃動⾞、航空宇宙、建築、軍事など幅広い分野におけるアプリケーション

開発が進められてきたが、各社とも今のところ数億円レベルの事業に止まっているものとみられる。
 しかし、⽇Spiber、米Kraig Biocraft Laboratoriesが量産プラントの建設に着⼿する等、本格的な事業化に向けた動きが活発化して

きている。
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（1）技術概要
• 遺伝子組み換え技術をベースとし、酵⺟、⼤腸菌、蚕などを⽤いてクモ糸タンパク質を発現させる。蚕を⽤いた作製⽅

法以外は、発酵・タンパク質の分離、精製、紡糸などのプロセスを必要とする。
• 蚕を⽤いた作製⽅法では、菌類、微⽣物の保管・管理などに掛かる膨⼤なコストが省けるため、他プロセスに⽐べ⽣産

コストに優位を有しており、Kraig Biocraft Laboratories（米）は、2016年時点で既に1㎏あたり300ドル以下の
⽣産コストを実現していることを明らかにしている。

遺伝子組み換え技術

蚕を⽤いた直接生産

 国⽴研究開発法人農業生物資源研究所（日）︓シルク⽣産に⽤いられ
る蚕品種に、オニグモの縦糸遺伝子を導入することで、天然の⽣糸より1.5
倍の切れにくさを実現。蚕の休眠を覚醒させるために塩酸⽔溶液に卵を浸し、
浸酸後に遺伝子を注入している。

 Kraig Biocraft Laboratories（米）︓遺伝子組み換えた蚕を⽤い
て紡糸。

酵⺟を⽤いた
発酵プロセス

 BoltThreads (米）︓遺伝子導入技術、酵⺟を⽤いた発酵プロセスを
採⽤。

⼤腸菌を⽤いた
発酵プロセス

 Spiber Technologies AB（スウェーデン）︓マイクロパターン超疎⽔
性表面上の組換えクモ糸の⾃己集合技術を⽤いている。化学物質の後処
理を施さなくても、ヒト組織培養細胞が増殖する際繊維に付着できるため、
⽣体適合性があるクモ糸タンパク質を⽤いた細胞、組織モデルの作製を可能
とする。

 AMSilk（独）︓遺伝子導入技術、⼤腸菌を⽤いた発酵プロセスを採⽤。

微生物を⽤いた
発酵・人工合成プロセス

 Spiber株式会社（日）︓微⽣物によるタンパク質の⽣成及び、溶媒を⽤
いてタンパク質を溶解、紡糸する。ポリペプチド繊維の延伸工程において、湿
熱延伸と乾熱延伸を組み合わせた多段階延伸により繊維の分子配向度を
向上させている。

 Seevix Material Sciences（イスラエル）︓クモ糸遺伝子を再配列
し、細胞の微⼩環境を制御することで、繊維の⾃発的な⾃己組織化を実現。

-83-



（2）参入企業
• 2000年代以降、⽇本、欧州、米国地域を中心に市場への参入が相次ぎ、スポーツウェア、シューズ、ドレスなど、ファッ

ション・アパレル分野を中心とした試作品の発表が相次ぐなか、近年では医療・化粧品分野をターゲットとした製品の開
発も活発化している。

⽣産⽅法 社名 設⽴年度 製品名 想定⽤途

国⽴研究開発法⼈農業⽣物資源研究所（⽇） 2001年 クモ糸シルク シルク製品、医療素材、防災ロープ・防護服

Kraig Biocraft Laboratories（米）  2008年 Monster Silk®
Dragon Silk™

医療⽤繊維、ジオテキスタイル、防衛・軍事向け織物、
濾過繊維、輸送向け繊維、建物向け織物、繊維構造
の複合材料、機能性テキスタイル、パフォーマンススポー
ツウェア、その他ファッションアパレル等

MICROSILK™（繊維） ファッションアパレル

B-SILK™ PROTEIN（粉末） 化粧品

AMSilk（独） 2008年  Biosteel® fiber
 航空宇宙、⾃動⾞、スポーツ、テキスタイル分野をター
ゲットとし、⾐類、フットウェア、⾃動⾞の内装、家具のイ
ンテリア、機能性テキスタイル、メディカルテキスタイル等

Spiber Technologies AB（スウェーデン）  2008年 SolvNT® 医療分野向けバイオシルク︓薬物運送、光学センシン
グ、抗菌コーティング、細胞培養⾜場等

QMONOS®（繊維） 次世代⾃動⾞への応⽤、次世代防衛、防護装備、医
療分野、スポーツ、医療、建築分野等

ブリュード・プロテイン™
（構造タンパク質） アパレル、ファッション

Seevix Material Sciences（イスラエル）  2014年  SVX™ 外科縫合糸、医療装置、組織工学などメディカル分野

蚕

BoltThreads (米）  2009年

Spiber株式会社（⽇） 2007年

⼤腸菌

微⽣物

酵⺟
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Spiber株式会社（日）
企業・事業概要

会 社 名 Spiber株式会社 設 ⽴ 年 2007年9月15⽇

代 表 関山和秀 資 本 ⾦ 224億4,366万円

社 員 数 223⼈（2019年4月現在） 売 上 ⾼ ー

本 社 住 所

事 業 概 要

山形県鶴岡市覚岸寺字⽔上234番地1

合成クモ糸繊維「QMONOS®」及び、構造タンパク質「ブリュード・プロテイン™」を⽤いた繊
維・テキスタイル・フィルム・レジン製品の開発・販売。

• 慶応義塾⼤学先端⽣命科学研究所にて天然クモ糸をベースとした⼈工構造タンパク質に関する研究を⾏っていた研
究者らが2007年に設⽴。その後も研究を続け、2009年に糸と誰もが認識できる素材の作製に成功した。

• 以降、研究成果を基にベンチャーキャピタルからの資⾦提供を受け、事業化に向けた取り組みを本格化。2013年5月
には合成クモ糸繊維「QMONOS®」の量産化に成功したと発表するとともに、同年11月より共同開発を進める⼩島プ
レス工業と合弁会社（Xpiber株式会社）を設⽴し試作品工場を稼働させた。

• また、2014年よりスタートした内閣府「革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）」の研究開発プログラム「超⾼機
能構造タンパク質による素材産業革命」ではコア研究組織として参画。2019年3月までの約5年間に渡り、アカデミア9
機関・企業19社による⼈工構造タンパク質素材の新規創出・応⽤展開に関する共同研究開発の中核的役割を担っ
た。

• ⼈工構造タンパク質素材のアミノ酸配列を⾃由に設計する同社の技術は、⾼い⽣産性を有する素材や耐⽔性に優れ
た素材など、様々な特⻑を持った構造タンパク質素材の設計・合成に⼒を発揮した。
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AMSilk（独）
企業・事業概要

• ミュンヘン工科⼤学発のバイオベンチャー企業。これまでにAT Newtec、MIG Fonds等のベンチャー投資家から数千
万ユーロ規模（Forbes記事では3千万米ドル以上）の資⾦を調達した。

• 2011年に最初のフィラメントを開発。2013年には「BiosteelⓇフィラメント」を発表した。その後、2014年より合成シル
クバイオポリマー（バルク材料）のパイロット⽣産を開始。保有するバイオリアクターのキャパシティはトータルで5万ℓに及
ぶ。 *バルク材料は繊維、フィルム、ゲルに加工できる粉末

• 2015年からはバルク材料を紡糸した「BiosteelⓇ fiber」の⽣産を⾏っている（プロジェクトベース、受注⽣産）。
• これまでヘアケア・スキンケア等の製品向けを中心に合成シルクバイオポリマーを⽣産。その年間⽣産量は数tレベルに達

するとしているが、2019年4月、スイスGivandauにコスメ事業を売却。今後はコンポジットマテリアル等、よりチャレンジン
グな⽤途分野での展開を強化していく⽅針を打ち出している。

会 社 名 AMSilk GmbH 設 ⽴ 年 2008年

代 表 Jens Klein 資 本 ⾦ ー

社 員 数 10⼈以下 売 上 ⾼ ー

本 社 住 所

事 業 概 要

Am Klopferspitz 19 im IZB, 82152 Planegg/München, Germany

合成クモ糸繊維「Biosteel® fiber」を⽤いたシャンプー、ゲルなどの化粧品、整形外科お
よび⻭科インプラント向けコーティング剤、外科メッシュ、創傷ドレッシングなど医療分野向け
に多様な製品を開発、販売。
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Kraig Biocraft Laboratories（米）
企業・事業概要

• 2006年、ワイオミング⼤学とライセンス契約を締結。ノートルダム⼤学とも2007年より⻑年共同研究を実施。両⼤学の
特許技術及び共同研究の成果が同社技術のベースとなっている。

• スパイダーシルクの事業化を目的に設⽴。
• 2011年には試薬⼤⼿のSigma-Aldrichと業務提携を締結。Sigma-Aldrichが保有する遺伝子操作技術・ツール

（主にジンクフィンガーヌクレアーゼゲノム編集技術）の提供ならびに、当該技術を利⽤した機能性テキスタイル市場、
バイオメディカル市場でのコマーシャルライセンスを取得した。

• 2014年6月、軍事向け防護服⽤の機能性テキスタイルを専門とするWarwick Millsと業務提携を締結。共同でスパ
イダーシルクを⽤いた機能性テキスタイルの事業化に取り組む⽅針を公表。

• 2015年、ベトナムでのスパイダーシルクの開発・製造についてベトナム政府及び⾃治体とMOUを締結。

• ナスダック準備市場と位置付けられる米国店頭市場（OTCQB）に上場している。OTCは資⾦調達面での制約が⼤
きいことから、近い将来、ナスダック等のNational Exchange Marketに鞍替えしたい考えを明らかにしている。

会 社 名 Kraig Biocraft Laboratories Inc.設 ⽴ 年 2008年

代 表 Kim K. Thompson 資 本 ⾦ ー

社 員 数 10⼈以下 売 上 ⾼ 402,000USD(2018年)

本 社 住 所

事 業 概 要

120 North Washington Square　Suite 805　Lansing, MI 48933　United States

「Monster Silk®」、「Dragon Silk™」などを⽤いた軍事向け防護服などの⽤途開発、供給。
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Bolt Threads（米）
企業・事業概要

• UC San Franciscoでバクテリアの細胞⼩器官を研究していた研究者が2009年に⽴ち上げたベンチャー企業。2011
年にスパイダーシルクを発表。Formation8やBaillie Gifford、Fouders Fundといったベンチャーファンドから2億米ド
ル以上を調達。2015年にはおよそ3,000㎡の施設を設置し、スパイダーシルクの量産化を開始した。

• スパイダーシルクの製造技術は酵⺟を⽤いた発酵がベース。2017年に「MICROSILK™」をローンチ。同年10月には
Stella McCartneyとのコラボレーションによりドレスを発表している。

• また、2017年、アパレル会社のBest Made Co.を買収。⾃社アパレル製品として「MICROSILK™」を⽤いたネクタイ
や帽子も製品化している。2019年には「Stella McCartney x adidas」のコレクションアイテムで使⽤された。

• 「Stella McCartney x adidas」では、サステイナブルをキーワードとしたコレクションアイテムを展開。MICROSILK™に
セルロース配合繊維を織り込んだテニスウェアや廃棄された⾐類をリサイクルして⽣まれたNuCycl™繊維（米Evrnu社
）を使⽤したフーディー等が発表された。

会 社 名 BoltThreads Inc 設 ⽴ 年 2009年

代 表 Dan Widmaier 資 本 ⾦ ー

社 員 数 80⼈以下 売 上 ⾼ ー

本 社 住 所

事 業 概 要

5858 Horton St, Suite 400 Emeryville, CA 94608

合成クモ糸繊維「MICROSILK™」を⽤いたファッション・⾐類の開発、製造、販売
B-SILK™ PROTEIN（粉末）を⽤いた化粧品の開発、販売
キノコの細胞を⽤いた合成⽪革「MYLO™」の製造、販売
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8. ⾞載燃料電池



（懸念・リスク・課題）
 商⽤⾞が主戦場となる可能性。台数が⾒込みにくい商⽤⾞ではグローバルシェア＝コスト競争⼒が強まる⽅向。
 ⽇本のFC関連の部材メーカー、⼀部を除き、海外需要開拓に遅れ。競争⼒の相対的な低下に懸念。
 特に中国市場に対し、どのようにアプローチしていくかが重要。
 ⽇本国内におけるFCセル・スタックメーカーの不在が響きかねない可能性も。

調査総括

FCトラック・バスの導入加速化に向けた⻘写真を強化。
独Bosch、仏Faureciaと同じ土俵で戦えるFCセル・スタックメーカーの育成。

調査スコープ
 ⾞載燃料電池の現状、将来の⾒通し
 FCVに係るサプライチェーン

（現状）
 世界におけるFCV（乗⽤⾞モデル）の導入台数は2018年時

点で1万台程度。 ※次世代⾃動⾞振興センター等のデータを基に
YRI推計。

 インフラの問題もあり、米国、⽇本、欧州（ドイツ、フランス等）、
韓国と限られた国・地域での導入にとどまる。

 トヨタ、現代、ダイムラー、ルノーがモデル投入等の積極的な動き
を⾒せる⼀⽅、ホンダ、⽇産がFCVの投入計画を延期・凍結す
る等、乗⽤⾞についてはOEMメーカー間で温度差。

（将来の⾒通し）
 米国カルフォルニア州等、政策的な後押しを受け、FCV導入に弾

みがつきつつある国・地域も。特に注目すべき動きとして、中国、
韓国の取り組みが挙げられる。

 中でも、⼤型の商⽤⾞（トラック、バス）の電動化のツールとし
て、航続距の⻑さや充填時間の短さ、⽔素ステーションの整備の
しやすさ等から、燃料電池に対する注目度が俄かに⾼まる。⼤型
商⽤⾞（トラック・バス）の取り組みが欧米、中国で活発化の⾒
通し。

（サプライチェーン）
 これまでは、OEMメーカーによる内製化を中心としたクローズドなサプライチェーン。
 市場規模の面からも、⾜元での新たな投資の動きは、⽔素タンクや電極触媒に限定される。
 独Bosch、仏Faurecia、独ElringKlinger等、部品メーカーによるFCセル・スタック技術の取り込みの動きが顕在化。
 セル（MEA）では、今後ターンキー化の可能性も（製造装置メーカー）。

技術的には
コストダウンが
最優先課題
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（1）市場の状況、今後の⾒通し
• 世界におけるFCV（乗⽤⾞モデル）の導入台数は2018年時点で1万台程度。
• 米国（カルフォルニア州）、日本、欧州（ドイツ、フランス）、韓国と限られた国・地域での導入にとどまる。

⾃動⾞メーカーの動き 市場の⾒通し
（トヨタ）
 「Mirai」の次世代モデルを2020年末に市場投入する計画。
 2020年以降、グローバルで年間3万台以上（バス等も含む）のFCV

の販売を計画。
（現代）
 2018年2月よりSUVタイプのFCV「NEXO」の予約販売を開始。
 2030年に国内で乗⽤⾞と商⽤⾞を合わせて年50万台の⽣産体制を

構築へ。
（ダイムラー）
 2018年10月、「GLC F-CELL」の限定販売を欧州で開始。
（ルノー）
 ⼩型商⽤⾞モデル「カングー」のFCVモデルを2020年前半に市販。

乗⽤⾞ではOEMメーカー間で温度差
⼤型商⽤⾞（トラック・バス）の取り組みが欧米、中国等で活発化の⾒通し

（ホンダ）
 2019年7月、2020年を目途としていたFCVの次期モデルについて、市

場投入を2〜3年延期すると発表。
（⽇産）
 2018年6月、FCVの量産化計画を凍結。

FCV︓2025年度までに20万台、2030年度までに80万台,FCバス︓
2030年度までに1200台、FCフォークリフト︓2030年度までに1万台
の普及を政府⽅針として掲げる。

カルフォルニア州を中心にZEV（Zero Emission Vehicle）規制本
格適⽤。FCVに加え、FCトラック等のプロジェクトも活発化。
FCフォークリフトは約2万台の導入が進む。

2025年までにFCバスを8,800台導入する目標を掲げる。
仏鉄道会社アルストムが2018年9月より世界初のFC電⾞を運⾏。非
電化区間のディーゼルの置き換えに有効と判断。英国においてもFC⾞両
の導入計画が浮上。
NEV（New Energy Vehicle)法が2019年に施⾏。FCVを含む新エ
ネルギー⾞の市場投入を加速させる⽅針。
FCバスの導入拡⼤に向け、国内バスメーカーがFCバスの開発加速化の
動き。上海、武漢、蘇州といった市単位でもFCV、FCバスの導入を計
画。
2019年1月、「⽔素経済活性化ロードマップ」を策定。FCVは2040年
時点で国内290万台、輸出330万台、合計620万台を⽣産し、⽔素
ステーションは国内に1,200カ所設置する目標を掲げる。

日本

米国

EU

中国

韓国
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（2）燃料電池システムに係る部品・技術
• 燃料電池（FC）システムは、FCスタック・セルのほか、水素タンク、エアコンプレッサ、水素ポンプ、水

素センサ等の特有のコンポーネンツで構成されており、また、FCスタックはMEAとそれに付随する電極
、電解質、ガス拡散層、セパレータ及びガスケットからなる。

コンポーネンツ

水素タンク

FC 
システム

FCスタック

エアコンプレッサ

水素ポンプ

水素センサ

セル

部材

MEA 電極

電解質

ガス拡散層

ガスケット

電極触媒

セパレータ
（材料）

⾼圧バルブ
減圧弁

イジェクタ

安全弁

ライナー

セパレータ
（加工）
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・トヨタ内製を除くと、米Hexagon Lincoln、韓国ILJINが主要サプライヤー
・豊⽥合成が120億円を投じ、⾼圧水素タンクの生産に着手。2020年代初めの稼働を目指す
・韓国ILJINも設備増強に向けた動きを⾒せる

・豊⽥⾃動織機が「ヘリカルツール式エアコンプレッサ」を開発、「Mirai」で採⽤

・ジェイテクト、ハマイ、ケーヒンが主要サプライヤー
・川崎重工は、旧NuCellSysとの共同開発を経て、ダイムラー「GLC F-CELL」で採⽤獲得

・愛三工業、ケーヒンが主なサプライヤー

・FCVでの実績面では、NISSHAエフアイエス、日本特殊陶業が先⾏
・MEMS技術を活⽤した省電⼒化等の開発が進む

水素タンク

エアコンプレッサ
（水素タンク）

⾼圧バルブ
減圧弁（レギュレータ）

イジェクタ
その他バルブ類

水素センサ

（3）燃料電池関連部品・技術の動向
• 新たな投資の動きは、設備投資を要する水素タンクに限定される。
• FCスタックと比較し、部品メーカーからの“買い物”的な要素があるため、川崎重工のように海外メー

カーの採⽤を得ているケースも。
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（3）燃料電池関連部品・技術の動向
• 3Mが2019年にMEAの製造を中止。今後は製造装置メーカーの動向が注目される（ターンキー化

の可能性は︖）。
• 一方、電極触媒では⽥中貴⾦属等の有⼒メーカーが投資に動き。
• セパレータでは、微細流路成形技術に係る“超精密加工”がにわかに注目される。

・東レ、2015年にSolviCoreを買収も、その後目⽴った動きはみられず
・3Mは2019年1QにMEAの製造を中止

・「Nafion」をはじめとするフッ素系が主流。ゴアが中国市場の開拓を進める

・⽥中貴⾦属、約40億円を投じ、電極触媒の開発・製造施設の新棟を増設
・Umicoreは韓国仁川に新たな製造拠点を設置

・東レ、三菱ケミカル、SGLがメインサプライヤーのポジション

・⾦属セパレータが主流に。狭ピッチの微細流路成形技術がキーポイント
・トヨタ系の豊⽥紡織、トヨタ⾞体に加え、ホンダ系のエイチワンが2016年3月より⾦属セパレータの
量産を開始

・ゴム系の住友理工、NOK、マクセルクレハがメインサプライヤーを担う

MEA

電解質

電極触媒

ガス拡散層
（GDL）

セパレータ

ガスケット
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9. AR/VR（遠隔操作）



調査総括
調査スコープ

 AR/VRに関連した技術として“遠隔操作”に注目。
 AR/VRが“遠隔操作”にもたらす可能性を俯瞰するとともに、最先端遠隔操作技術の開発企業を調査。

（現状）
 テレイグジスタンスやテレプレゼンス等の⾼度作業が可能な遠隔

操作ロボットの注目度が俄かに⾼まっている。
 遠隔操作⾃体は古くより各種の通信技術を⽤いたものが実⽤化

されているが、昨今のAR/VR等の技術進展により、⾼い臨場感
を持ってロボットを操作することができるようになってきていることが
背景にある。

 ⾼度な遠隔操作の実⽤化に向けた取り組みが⼤学、研究機関
だけでなく、企業の間でも活発化してきている。

（アプリケーション）
 遠隔操作の事例としては、手術支援ロボットに代表される医療・

ヘルスケアや、宇宙探索等の極限作業のロボットへの置き換えが
これまでは中心であった。

 しかし、“空間共有”に適する、リッチなHMIを実現することのでき
るAR/VRをグラフィカルインターフェイスに⽤いることで、ロボット
ティーチングや現場オペレーション等への適⽤拡⼤が期待されて
いる。

（開発企業）
 ⽇本では、ロボットティーチング、現場オペレーションへの活⽤を想定した取り組みが活発。トヨタやANA、沖電気、川崎重工等の⼤⼿企業に加

え、TelexistenceやGITAI、MELTIN MMI、Mira Robotics、海⾺等、スタートアップ企業もアクティブな動きを⾒せている。

（技術課題）
 遠隔操作型ロボットシステムの実現には、ロボティクス、AR・VR、センサ、通信（5G含む）、ハプティクス技術（触⼒覚技術︓利⽤者に

⼒、振動、動きなどを与えることで⽪膚感覚フィードバックを得るテクノロジー）等を⾼度に統合する必要がある。
 また、モーショントラッキングや深度認識、エリア・ラーニング、SLAM（Simultaneous localization and mapping）などの空間認識技

術も重要。中でも、SLAMはカメラ画像やセンサ情報を⽤い、リアルタイムで3D地図の作成や⾃己位置推定が可能な3D空間認識ソフトウェ
ア技術として世界で開発競争が激化している。

 ⼈工知能技術と組み合わせ、⼈間の指⽰無しに⾃律制御する⾃律ロボットの開発も⼀部で⾒られるが、⼈が⾏う作業を代替えするには数
⼗年の期間を要すると予想される。

*AR（Augmented Reality, 拡張現実）︓現実空間にデジタル情報を重ね合わせ拡張することにより新たな認識を与える。
*VR（Virtual Reality, 仮想現実）︓現実空間と切り離された全てをデジタル情報構築した世界を通じ、没入体験を提供。
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出所︓各社のプレスリリース・資料

 テレイグジスタンスやテレプレゼンス等の⾼度作業が可能な遠隔操作ロボットが注目されている（例︓異業種参入の
ANAのAVATAR等）。遠隔操作⾃体は古くより各種の通信技術を⽤いたものが実⽤化されているが、昨今の
AR/VR等の技術進展により、⾼い臨場感を持ってロボットを操作することができるようになってきており、⾼度な遠隔
操作の実⽤化に向けた取り組みが活発化している。

 ⼤学や研究機関でも開発が進んでいる。例えば、2018年に慶応⼤学と東京⼤学が、遠隔⼆⼈⽻織ロボット
「Fusion」を開発。これはウェアラブルロボットを⽤いて、遠隔地から他者の身体に働き掛けて操作出来る遠隔協同
作業システム。従来の遠隔操作ロボットは“視点共有”が課題の１つであったが、ほぼ同⼀の視点から“空間共有”し
協同作業を実現。ロボットアーム部分を⼿首⽤のバンドに換える事で、動作教⽰や運動支援も可能。現在、協同
作業性能の向上と、技術学習の為のプラットフォーム開発を進めている。

 遠隔操作型ロボットシステムの実現には、ロボティクス、AR/VR、センサ、通信（5G含む）、ハプティクス技術（触
⼒覚技術︓利⽤者に⼒、振動、動きなどを与えることで⽪膚感覚フィードバックを得るテクノロジー）等を⾼度に統
合する必要がある。但し、⼈が⾏う作業を代替えするには数⼗年の期間を要すると予想される。

（1）市場の状況、今後の⾒通し

企業名 内 容

トヨタ⾃動⾞ 2017年11月に遠隔操作が可能な人型ロボット「T-HR3」を発表。2017年末に開催されたロボット展に出
品

Telexistence テレイグジスタンス技術の提唱者である東⼤名誉教授の舘暲⽒らが設⽴。2017年5月にKDDIらが出資

GITAI 人型遠隔操作ロボット⽤の通信技術やOSの開発を推進。2017年末に125万ドルの資⾦調達を実施

メルティンMMI 電気通信⼤発のベンチャーとして2013年に設⽴。2018年3月に分身型ロボット「MELTANT-α」を発表
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（2）xRとの融合で進化する遠隔操作技術
 仮想空間に没入するVR、現実映像とCGを重ねるARやMR。これらを総称するxRは、更に⾼速⼤容量の5Gを活かすアプリケーションと

して注目され、例えば直接素⼿で操作出来る様な、HMI（Human Machine Interface）へと進化している。

 5Gサービス化として、⼤⼿通信事業者等はVR（HMDで多様な視点からCGで作られた仮想世界を体験）やAR（透過型のメガネ
型デバイスで風景とCGを重ねる事で現実を拡張）、更にMR（CGと現実の融合で、業務⽤途等、応⽤範囲を拡⼤）への取り組み
を進めている。VRはフェイスブック傘下の米オキュラスOculus Rift、ソニーインタラクティブエンタテインメントのPlayStation VR、台湾
HTCのHTC VIVEが相次いで登場。2019年にはOculus Questに代表されるセンサー内蔵の⼀体型が登場している。従来は位置
を正確に把握する為に外部センサーを使う製品が主流だったが、ゴーグルが備えるカメラで周囲の環境をスキャンし、⾃動的に空間マップ
を作成出来る様になった。2020年にはコントローラーを使わなくても、ゴーグルの前にある⼿の動きをカメラで検知可能となり、物を掴む
様な操作が可能になるものと予測される。

 ARはゴーグル型ではなく、スマートフォン分野で進化が目覚ましく、米アップルはiOS向けにARKit、米グーグルはAndroid端末向けに
ARCoreと言うソフトウエアの開発基盤を2017年より提供。多数のアプリが登場している。MRでは米マイクロソフトが2016年より
HoloLensを、マジックリープが2018年よりMagic Leap Oneという機器をそれぞれ発売している。

 ソフトウエア面でも、xRのコンテンツを⼿軽に作るための環境整備が進み、UnityやUnreal Engineと言った⼿軽に使える開発ツールが
無料で提供され、安価に数万〜数⼗万円のレベルで導入可能である。

デジタルのCGの世界に没入する
VR、現実世界に情報を重ね合わせ
るAR、両者を密接に融合させたもの
がMRとなる。実は、このほかにもCG
の世界内に現実の情報を重ねるAV
と言う概念もある。

コンピューターはメインフレーム、パソコン、スマホと進化して
きた。情報の表示に平面のディスプレーを使う点は同じだが、
3Dグラフィックス等を扱うトレンドから、空間上でのリアルな操作
やスマホ上で現実空間に情報（画像や映像等）を重ね合わせる
事で利便性を向上させ、新たなUX（ユーザー体験）が出来る
様になった。 ⇒情報は平面から空間へ進化する

出所︓各社資料、報道記事を基に矢野経済研究所作成
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（3）国内外の最先端遠隔操作事例
• 遠隔操作の事例としては、手術支援ロボットに代表される医療・ヘルスケアや、宇宙探索等の極限作

業のロボットへの置き換えがこれまでは中心であったが、“空間共有”に適する、リッチなHMIを実現す
ることのできるAR/VRをグラフィカルインターフェイスに⽤いることで、ロボットティーチングや現場オペ
レーション等への適⽤拡⼤が期待される。

ロボット
ティーチング

現場
オペレーション

探査

ヘルスケア

遠
隔

操
作

を
⽤

い
た

ロ
ボ

テ
ィク

ス

AR/VR技術を⽤い、簡易に人がロボットのティーチングを⾏えるシステムの開発が進む。
川崎重工は遠隔操作と⼒覚センサを組み合わせた新たな研削ロボットシステム「Successor-G」を開発。2020年4月より販売を開
始する予定である。同システムは、オペレータの直感的な操作を助けることで、ティーチングレスで作業できるほか、今後、熟練技能者
の動きを真似して繰り返すトレース機能や、画像処理による仕上げ状況の⾃動判定機能も取り入れる⽅針。
また、NECは工場向けローカル5Gの活⽤例として「ロボットの遠隔操作、遠隔ティーチング」を提案。ロボットの動きとワークをカメラで撮
影し、それをスマートグラスにより遠隔地の作業員が監視するデモンストレーションを「C＆Cユーザーフォーラム＆iEXPO2019」にて披
露。
5Gの超⾼速、低遅延も活かした“空間共有”により、建設現場や医療現場等に拡がる遠隔操作。
ドコモは5Gの活⽤先として、建設機械を⼿がけるコマツとともに、リモートで建機を操作する仕組みを開発中。建機に備え付けたカメラ
から2Kサイズの映像をディスプレイ5枚分、離れた場所にいる操縦者の元へ伝送する。操縦者は、視界を覆うディスプレイの映像を⾒
つつ、現場に⾏かずとも作業を進められる。4Gでは、操作が遅延するのはもちろん、⼤容量の⾼精細映像を送ることもままならない。
5G経由で現場にいるかのような映像を目にできるからこそ、正確な作業を進められるとしている。また、ドコモではこのほか遠隔医療に
係る取り組みも進めている。

先進のテレプレゼンス技術とVR技術を応⽤した、宇宙探索を目的とした各種ロボットの研究開発が世界で活発化。
NASAやJAXAといった国⽴研究所だけでなく、スタートアップ企業の参入も目⽴つ。具体的には、世界初の月面四⾜歩⾏ロボット
「ASAGUMO」（2021年に月面探索を予定）を開発する英スペースビット、東北⼤学発ベンチャーで、超⼩型宇宙ロボティクス等
の開発に取り組む株式会社ispace、ロボット遠隔操作の技術開発を⾏う株式会社SE4などが挙げられる。
また、GITAI やMELTIN MMIといったロボット関連のスタートアップ企業も宇宙探索等の分野での活動を強めている。

AR/VR技術を活⽤した手術支援ロボットが普及。
⼿術支援ロボットとしては、2019年時点の国内導入台数が350台に上る米インテュイティヴ・サージカル社「ダビンチ」が代表例。「ダ
ビンチ」の開発に関わった米SRIインターナショナルはコンシューマー⽤VRヘッドセットおよびコントローラーを使⽤しリモートで操縦でき
る、より簡易な治療⽤ロボット「タウルス」も開発している。なお、「タウルス」は爆弾解除⽤でも使⽤実績がある。
国内では、「ダビンチ」の特許切れ（2019年）に合わせて、メディカロイド（川崎重工業、シスメックスのJV)や、東京工業⼤と東京
医科⻭科⼤によるリバーフィールドなどが次世代⼿術支援ロボットの開発を進めている。
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10. ソフトロボティクス



調査総括
調査スコープ

 定義付け、⽅向性、研究開発状況について調査。

（定義）
 ソフトロボティクスとは、柔軟材料に特有の機械的・電気的・化学

的性質を積極的に利⽤したロボットシステムに関する新興の学術
分野である。「ソフト」は物質的な柔軟性（ソフトネス）を意味す
る。

 主要な研究テーマとして、柔軟材料を利⽤した新しいロボット機
構の探索、やわらかいロボットのモデル化と制御、柔軟物体の操
作、⽣物規範型ソフトロボットを⽤いた⽣物の振る舞いの原理解
明が挙げられる。

 ⾼分子材料学、⽣体⼒学、フレキシブルエレクトロニクスなど、隣
接する諸分野と連携した学際的なシステム統合を特徴とする。

（社会実装の方向性）
 物理的なやわらかさにより安全性を備えたサービスロボットへの応

⽤に加え、リハビリテーションロボットや医療⽤ロボット、ウエアラブル
デバイスへの展開も期待される。

 また、形状や材料特性などがシステムの機能に直接的に貢献す
るような⽅向性も挙げられており、従来のようなアクチュエータやセ
ンサを介した能動的な制御とは異なるアプローチの可能性が⽰さ
れている。

 加えて、やわらかな材料のダイナミクスを巨⼤なリカレントニューラル
ネットワークと捉え、制御プログラムを埋め込むなどの実時間計算・
機械学習をそれ⾃体に実装するといった研究も進められている。

（現状）
 これまでのところ、ユニバーサル・グリッパーや介護支援器具、リハビリテーションロボットなど、⼀部のアプリケーションにおいてソフトロボティクスの考

えを活かした製品が開発・製品化されている。ただし、まだ実⽤化の絵が⼗分に描けておらず、探索的な研究も多い。
 米国ではウェアラブルデバイスや⼿術支援ロボット等へのソフトロボティクスの適⽤を⾒据え、DARPA等の政府機関が⼤学・企業の研究開発

支援を活発化しているが、⽇本国内では出⼝戦略の不透明さから企業の積極的な取り組みにはあまりつながっていない。
 社会実装という面において、「ソフトロボットを軸にいかに（技術的な）拡がりを持たせていくかが課題」との声は少なくない。

（技術的課題）
 アクチュエータ（⾼出⼒、⾼速動作、動作範囲の拡⼤）、柔らかいセンサ（無線技術も含む）、電源（バッテリー、エネルギーハーベスト）

等。また、柔軟ロボットの運動制御も⼤きな課題とされる。
 その他、設計⼿法に係る部分（シミュレーション等）やデジタルファブリケーション技術と組み合わせた⾃動設計技術も社会実装に向けた技

術課題と位置付けられている。
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出所︓「ソフトロボット学の創成・機電・物質・⽣体情報の有機的融合」リーフレット

 ソフトロボティクスは、柔軟材料に特有の機械的・電気的・化学的性質を積極的に利⽤したロボットシステムに関する
新興の 学術分野である。「ソフト」は物質的な柔軟性（ソフトネス）を意味する。

 主要な研究テーマとして、柔軟材料を利⽤した新しいロボット機構の探索、やわらかいロボットのモデル化と制御、柔
軟物体の操作、⽣物規範型ソフトロボットを⽤いた⽣物の振る舞いの原理解明が挙げられる。接触安全性の付加
や、⾼分子材料の多⽤による製造コストの低減などによって、ロボットの応⽤拡⼤に貢献することが期待される。⾼分
子材料学、⽣体⼒学、フレキシブルエレクトロニクスなど、隣接する諸分野と連携した学際的なシステム統合を特徴
とする。

（1）ソフトロボティクスの概念
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（2）ソフトロボティクスの意義・狙い
• ロボティクスの研究開発領域は、応⽤領域、機能コンポーネント・統合化技術、および基盤技術で構成される。これらは

、社会インフラ、モビリティー、⽣活支援、コミュニケーション、医療、製造等の応⽤領域からみたニーズとニーズに応えるた
めの技術群と言うことができるが、ソフトロボティクスは、柔軟材料を利⽤するという点において、従来の工学的な価値観
や理論体系が適⽤できないという根本的な違いがある。

• 学術的には「新しいロボット工学の確⽴」という側面がある。

 「やわらかいロボット」は、ともすると「かたいロボット」と⽐べてしまう
と精度や確実性がいい加減になりかねないが、ソフトロボティクス
では、このいい加減さを良い加減に利⽤することで柔軟性、適
応性といった新しい価値の創出を目指している。

 物理的なやわらかさにより安全性を備えたサービスロボットへの
応⽤はもとより、リハビリテーションロボットや医療⽤ロボット、ウ
エアラブルデバイスへの展開も期待されている。

 また、形状や材料特性などがシステムの機能に直接的に貢献す
るような⽅向性も挙げている。従来からロボットの機能を実現す
るにあたってはアクチュエータやセンサを介した能動的な制御が主
流であったが、機械的な形状や物性の設計を適当に⾏うことで
能動的な制御の必要性が軽減でき、結果としてより安価でロ
バストなシステムが実現できる可能性が⽰されている。実際、そ
のような概念はユニバーサル・グリッパーとして実⽤化されているほ
か、モータや制御系を⽤いずに下り坂を⾃然な歩様で歩くことの
できる受動歩⾏機械などで実証されている。

 加えて、やわらかな材料のダイナミクスを巨⼤なリカレント
ニューラルネットワークと捉え、制御プログラムを埋め込むなど
の実時間計算・機械学習をそれ⾃体に実装するといった研究も
進められている。 出所︓東京工業⼤学/鈴森教授資料より抜粋

社会実装の方向性 –ソフトロボットの実⽤化に止まらない、多様な拡がりに期待
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（3）主な技術課題
• ソフトロボットの実⽤化に向けては、アクチュエータを含めた動⼒部に加え、柔らかなセンサやバッテリー等のコンポーネンツ

が研究対象となっている。また、柔軟ロボットの運動制御が⼤きな課題と位置付けられている。変形や接触に関する膨
⼤な感覚情報をどのように取り込み、運動指令をどのように⽣成するかについては、⼤⾃由度システムに適⽤できる学習
⼿法の開発や、分散的・階層的な運動制御⼿法の確⽴が求められている。

• さらに、現状のソフトロボット研究は柔軟材料を⽤いた様々な形態の実験的な探索にとどまっており、設計⼿法が確⽴さ
れていない点を指摘する声もある。計算機内で柔軟ロボットの動作を扱うには、非線形な⼤変形や、接触・衝突のモデ
ル化と⾼速なシミュレーションが必要となる。併せて、ソフトロボットの振る舞いの予測やデジタルファブリケーション技術と組
み合わせた⾃動設計技術の開発も重要である。

デジタル
ファブリケーション技術

フレキシブルデバイス

アクチュエータ

主
な

技
術

課
題

3Dプリンタを活⽤したプリンタブル・ロボットという方向性も
ソフトロボットはその性質上、アクチュエータと構造が⼀体化している。そのため、構造・デザインが複雑になりがちで、製作
が難しいという問題がある。こうした中、3Dプリンタを活⽤し、ロボットシステムを組み⽴てなしにまるごと造形するというプリ
ンタブル・ロボットの概念も提案され出している。
柔軟材料に対応した3Dプリンタの活⽤が期待されるが、現状ではまだ材料の選択肢が少ない。研究開発の進展が待
たれる。

フレキシブルセンサは、ウエアラブルデバイスとの親和性が⾼く、投資効果のあるテーマ
有機、無機、ハイブリッドと様々なアプローチから柔らかなセンサの研究開発が進む。
近年、電子デバイスではバッテリーがデバイスサイズの律速となっており、ソフトロボットでも同様の課題がある。このため、
エネルギーハーベスターとしてフレキシブル太陽電池（ペロブスカイト太陽電池等）の適⽤を⾒据えた研究開発が⾏わ
れている。
その他、フレキシブルな無線技術も研究対象になっている。

ソフトロボットのアクチュエータは探索段階
第⼀世代︓シリコーンゴム、第⼆世代︓空気圧アクチュエータ、第三世代︓イオン導電性アクチュエータ、誘電エラスト
マーアクチュエータ（DEA）、磁性流体アクチュエータ等がある。その他、筋細胞を培養し、ソフトアクチュエータとして利
⽤しようとする研究もある。
いずれも、⾼出⼒化が⼤きな技術課題。また、システム全体の⼩型・軽量化、⾼速動作、動作範囲の拡⼤などに取り
組む必要がある。

出所︓各種資料を基に矢野経済研究所作成
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（4）ソフトロボティクスに係る世界の状況

出所︓東京工業⼤学/鈴森教授資料等

■ 1980年代〜
日本を中心にSoft Robotに関する種々の研究

■ 2007年〜
米国でSoft Robotの研究ブーム始まる
米国とEUで多数の研究プロジェクト開発
・DARPA Chembots （約15億円, 2008-2010）
・Maximum Mobility and Manipulation（2011-2012）
・NSF Soft Material Robotics PhD Program（約3億円, 2012-2018）
・EU（ICT-FET）, OCTOPUS（約10億円, 2009-2012）
・STIFF-FLOP（約10億円, 2012-2015）
・EU RoboCom++（約5.5億円, 2017-2020）

■ 学術界の動き
2014年 Soft Robotics Jour. 創刊（現在、ロボット関連トップ のインパクト
ファクター/IF8.64）
2018年4月 世界初のソフトロボットの国際会議開催（RoboSoft2018）

■ 直近の世界の動き
米国︓NSF C3SOROファンディングプログラム開始（2017）
EU︓ROBOCOM++Project
韓国 ︓ソウル⼤がSoft Robotics Centerを設⽴（2017）
中国︓米国、特にHarvard、MIT等出身者が積極的な活動を始める
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（4）ソフトロボティクスに係る世界の状況
 日本がソフトロボティクスに関する先駆的な研究で先⾏するも、現在は米国、欧州が主な先端的研

究の発信源に。特に米国はDARPA等の政府機関が積極的に⼤学・企業の研究開発を支援。
国・地域 フェーズ 現状 トレンド 各国の状況

基礎研究 ○ ⽇本ロボット学会、⽇本機械学会、計測⾃動制御学会などの学術講演会でソフトロボティクスのセッションが設けられており、ソフ
トアクチュエータの開発やフレキシブルエレクトロンクスの研究、柔軟⾼分子材料の開発など、広範な研究が実施されている。

応⽤研究・開発 ○
介護福祉機器の開発が活発化しつつあり、ソフトアクチュエータを使⽤したリハビリロボットやウエアラブルデバイスの開発が⾏われ
ている。外骨格ロボット等に適⽤し、部分⾃律を利⽤したリハビリテーションへの応⽤が進められている。各国で様々な⼿術支援
ロボットが実⽤化あるいは実⽤段階に近づいているが、⽇本の動きはやや弱い。

基礎研究 ◎
実⽤化を目指す⼤学、企業間の共同研究が活発。ハーバード⼤学WYSS Instituteはシリコーンラバーを⽤いた軟体ロ
ボットの研究を⾏っており、継続的に成果が発表されている。また、MIT、タフツ⼤学、スタンフォード⼤学、カリフォルニア⼤学サン
ディエゴ校でも関連の研究が活発である。また、医療ロボットやAIなどもこれまで通り多数の研究発表がある。

応⽤研究・開発 ◎
現状の産業⽤ロボットの問題解決意欲を持ったベンチャー企業がアクティブな動きを⾒せている、Amazon picking challenge
のようにユーザー側からロボット技術の開発を促す取り組みも寄与しているものとみられる。ソフトグリッパーやウエアラブルデバイスで
応⽤研究が進んでおり、スタートアップの新陳代謝も盛んである。単孔式⼿術支援ロボット（da Vinci Sp)が実⽤化されたほ
か、ベンチャー企業であるAURIS社が軟性内視鏡⼿術ロボットの開発を⾏っている。

基礎研究 ○
EUによるファンディングシステム等を通じ、ソフトロボティクスをはじめ、応⽤と結びついた基礎研究が積極的かつ継続的に⾏われて
いる。また、複数の組織をまたがったコミュニティが形成されている。タコ型ロボットのような⽣物規範型ロボットや、柔らかい身体に
根差した知能に関する研究が⾏われている。

応⽤研究・開発 ○ タコ型ロボットから派⽣した医療⽤ロボットアームの開発などが⾏われている。また、医療・リハビリへの応⽤が積極的に進められて
おり、この中で、倫理的な問題の検討も継続して⾏われている。

基礎研究 △ 地⽅政府が多額の研究開発費をロボットに投入しており、AIを活⽤したコンピュータビジョンや運動計画、新型アクチュエータ等の
研究成果が数多く発表されている。⻄安交通⼤学や清華⼤学が⾼分子材料を⽤いたソフトアクチュエータの開発を⾏っている。

応⽤研究・開発 △ ロボットとAIの市場規模が急速に拡⼤しており、⼿術支援ロボット、産業⽤ロボット、サービスロボット等の応⽤研究・製品化が推
進されている。

基礎研究 ○

DARPA Robotics Challenge（2015）で優勝する等、⾃律制御の基礎的な部分から応⽤につなげる研究が⾏われてい
る。ソウル⼤学において、⼈工筋⾁やフレキシブルセンサ、おりがみロボットなどに関する研究が活発である。複数の⼤学が参加す
るソフトロボティクス研究センターが設⽴された。KAISTにおいて単孔式⼿術⽤の軟性内視鏡⽤ロボット（K-Flex）の研究開
発が⾏われている。

応⽤研究・開発 ○ 制御においては従来技術を利⽤した応⽤を目指している。ウエアラブルデバイスの研究開発が活発に⾏われている、マスタスレー
ブ型⼿術支援ロボットシステム（ReboⅠ）が実⽤化された。

日本

米国

欧州

中国

韓国

出所︓各種資料を基に矢野経済研究所作成
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11. 機械締結



11．機械締結

日本国内において、⾃動⾞ボディ（BIW）は「鉄を使いこなす」という方向性。 部品レベルでのマルチマテリアル
化は引き続き⼤きな開発テーマ。設計面を含め、同材・異材接合の技術確⽴は産業上の必須課題。

調査スコープ
 マルチマテリアル化に関する技術として、異種材料接合技術（SPR、FDS、ハイブリッド接合）に着目。
 機械締結技術およびその周辺技術、プレイヤーを整理。

（現状）
 板材同士を機械的に接合する技術としては、締結具を⽤いないヘミ

ング（縁曲げ）、クリンチング（かしめ接合）等の接合方法とリ
ベット等のファスナ（締結具）を⽤い、機械的に接合する方法があ
る。

 ファスナを⽤いる締結⽅法のうち、セルフピアシングリベット（SPR）、
フロードリルスクリュー（FDS）は欧米を中心にアルミ接合、異材接合
で広く使⽤されている（⾼級⾞だけでなく、コンパクトカーにも使⽤され
ている）。異種材料の接合⽅法としては接着剤もあるが、信頼性、
品質管理の容易さ等から機械締結が選ばれることも少なくないとみら
れる。

 しかし、⽇本国内ではアルミ接合においても抵抗スポットで対応したい
というニーズが根強い。そのため、欧米のように機械締結が本格的に
採⽤されるまでには至っていない。

 ⽇本国内でのニーズとしては、鉄-鉄、特に超ハイテン同士の接合が
挙げられる（溶接割れの問題）。⼀部に1.6GPa級までの板組に
対応したSPR技術もあるとされるが、抵抗スポットをはじめとする溶融
溶接技術の開発も進んでおり、こことの競合関係が影響するものとみ
られる（メーカーの設計思想によっても異なる）。

 ⼀⽅、アルミ-アルミの接合について、そもそも⽇本でのアルミ化はルー
フやボンネット、トランクなど⾼強度が求められない部材への板材の適
⽤に止まっている。欧米のように構造部材への押出材、ダイカストの適
⽤はあまり進んでいない。

（将来の⾒通し）
 機械締結は主に異材接合（鉄/アルミ）、特に外部の目にさらされ

ない、片面アクセスへの対応が求められるセンターピラー等の部品での
適⽤が中心との⾒⽅が強い。

 蓋物（パネル）で広く浸透しているヘミング（縁曲げ）と比べ、ファ
スナを⽤いた機械締結が日系⾃動⾞メーカーの間でどこまで⾃動
⾞ボディ（BIW)で普及するかは不透明。

 当面は、異材接合を対象にFDS等と接着剤を併⽤したメカニカル
ボンディングの取り組みがメインとみられる。

（セルフピアシングリベットの参入メーカー）
 英Henrob（アトラスコプコグループ）、独BOELLHOFF、米

STANLEY Engineered Fastening（Stanley Black & 
Deckerグループ）が主なプレイヤー。Henrobはスピード、
BOELLHOFFはパワー（最⼤1.7mm厚の鋼板。1,600MPaまで
のハイテン材に対応）、STANLEYは精度とそれぞれに特⻑があると
のユーザーの声が聞かれた。

 神⼾製鋼所は超ハイテン鋼板と他素材の接合をターゲットに、接着
剤塗布後、鋼製エレメントを嵌合し、その上でアーク溶接を施す接合
法︓EASW（Element Arc Spot Welding）を開発中。
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（1）主な接合技術
 ⾃動⾞ボディ（BIW）では主に抵抗溶接が使⽤されるが、近年はその他にも様々な接

合技術が⽤いられるようになっている。

出所︓神⼾製鋼所資料より抜粋 -109-



（2）接合技術と材料組み合わせ
 接合技術には得意・苦手の材料の組み合わせがあり、既存技術の抵抗スポット溶接やアーク溶接等

には苦手な異種⾦属基もしくは、⾦属/樹脂・CFRPの板組があり、機械締結や接着の対象となって
いる。

出所︓⼤阪⼤学 中田教授資料より抜粋
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 ヘミングとしては、⾃動⾞組⽴工程で広く使⽤されてい
るヘミングプレス（⼤型部品に適した工法。⽐較的平
坦で単純なパネルが主）のほか、テーブルトップ（卓上
）ヘミングやロールヘミングがある。

 テーブルトップヘミングは、電気作動式ヘッドを⽤いたテ
ーブルトップヘミング装置が⽤いられる。サイクル時間が
短く、複雑なパネル形状にも対応できることから、中・⾼
⽣産量⽤に浸透してきている。

 ロールヘミングはプレートを工具台に固定し、産業⽤ロ
ボットに取り付けられたヘッドがロールヘム加工を施して
いくもの。複雑な板⾦形状に対応できるほか、⽐較的
容易に⾃動化が図れるメリットがある。パネルのヘム加
工条件への⼩さな変更や修正も調節することができ、
迅速かつ費⽤効果的にも有効。

※クリンチング（かしめ接合）は、スポット溶接の置き換えとして⾃動⾞製造
工程でも使⽤されているが、剥離強度がSPRより低いため、主に非衝突関
連の分野に限定される。

（3）機械締結技術の概要
 板材同士を機械的に接合する技術としては、締結具を⽤いないヘミング（縁曲げ）、クリンチング（

かしめ接合）等の方法とリベット等のファスナを⽤いる方法がある。
 溶接技術と⽐較した場合、機械的な接合技術の利点としては、①溶接するのが難しい材料や異種材

料の組合わせに適⽤可能 、②予備被覆（プレコート）材料への損傷が殆どまたは全くなし、③煙霧
や発熱なし、低騒音放射、低エネルギー消費、④入熱なしが挙げられる。

ヘミング（縁曲げ） ファスナを⽤いた機械締結
 ねじ付ファスナは広く使⽤される締結具の１つ。多種多

様な形状やサイズがある。
 リベットは非着脱式の機械的締結具。古くからある技

術であるが、⾃動⾞⽤途において⾼品質な接合技術
として再発⾒されている。

 リベット技術には事前パンチ穴の要否でリベット⽅式、セ
ルフピアス⽅式に分類される。リベット⽅式には、中実リ
ベット留めやブラインドリベット留めが含まれる。特に片
側のみから適⽤することができるブラインドリベット（
FDS等）は⾃動⾞⽤途において⽋かせない技術とな
りつつある。

 セルフピアシングリベット（SPR)は1 回の操作で接合
対象の構成部材を貫通、固定するもので、その⾼速性
が特⻑。ただし、両面アクセスが必要。

 スポット溶接の代替として欧州にて開発された接合技
術で、鉄とアルミの異材接合に多く使⽤されている。
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（2）現状及び今後の⾒通し
• ⽇系⾃動⾞メーカーに蓋物（パネル）でヘミング（縁曲げ）が広く浸透しているのに⽐べ、⾃動⾞ボ

ディでファスナを⽤いた機械締結がどこまで普及するかは不透明。開発が進んでいる抵抗スポットをはじ
めとする溶融溶接技術との競合関係が影響するものとみられる（メーカーの設計思想によっても異なる
）。

• 鉄-アルミといった異材接合では、機械締結（特にFDSといった片面アクセス技術）が現実的との
声も強い。側面衝突への対応としてどうしてもアルミ化が難しいセンターピラー等の部品で機械締結
の採⽤が進んでいくものとみられる。

（ファスナを⽤いた機械締結）

現状
 欧米を中心に、SPR、FDSがアルミ接合、異材接合で

広く使⽤されている（⾼級⾞だけでなく、コンパクトカー
にも使⽤されている）。異種材料の接合⽅法としては
接着剤もあるが、信頼性、品質管理の容易さ等から機
械締結が選ばれることも少なくない。

 しかし、⽇本国内ではアルミ接合においても抵抗スポッ
トで対応したいというニーズが根強い。欧米のように機
械締結が本格的に採⽤されるまでには至っていない。

 アルミ化がトーンダウンしていることも要因の1つとみられ
る。少なくとも⾃動⾞ボディでのアルミの採⽤は限定的。

今後の⾒通し
 ⽇本国内でのニーズとしては、鉄-鉄、特に超ハイテン

同士の接合が挙げられる（溶接割れの問題）。⼀部
に1.6GPa級までの板組に対応したSPR技術もあると
されるが、スポット溶接やレーザー溶接の技術レベルも
上がってきているため、超ハイテンの採⽤拡⼤が⼀概に
機械締結の需要増につながるとは言いにくい。

 このため、機械締結は主に異材接合（鉄/アルミ）、
特に外部の目にさらされない、片面アクセスへの対応が
求められるセンターピラー等の部品での適⽤が中心との
⾒⽅が強い。⇒異材接合のため、接着剤を併⽤

 その他では電気⾃動⾞のバッテリ組⽴のカバー/トレー
の接合など、サービス性が重視されるケースでの採⽤が
期待される。
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主なメーカー・機種における接合技術の採⽤状況

出所︓Euro Car Body Conferenceの情報を基に矢野経済研究所作成

メーカー
機種

（⼀台当たり） アルミ
抵抗スポット

鋼
抵抗スポット

レーザー
（m） SPR SSR FDS ImpAct FEW TOX

構造⽤
接着剤
（m）

Mercedes-Benz
Cクラス 316 4,411 13 331 - 20 80 - 202 188

Audi
Q7 - 2,911 Al︓6.1

Fe︓3.1 2,578 277 604 - 105 175 200

Ford
F-150 98 - 3 2,270 - 196 - - 120 113

GM
Cadillac　CT6 1,821 1,624 Al︓7.4 357 - 745 - - - 293

ボディ材料にアルミ合⾦を多⽤したマルチマテリアル構造（重量⽐︓アルミ（64%）、鋼板（36%）

同材接合法 異材接合法

アルミ合⾦、ハイテン材、ホットプレス材等を使い分けたマルチマテル構造

普通鋼板に加え、ハイテン材、ホットスタンプ材、アルミ合⾦を適材適所で使い分け

アルミ合⾦を全面的に採⽤

（2）現状及び今後の⾒通し
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12. ⾃動⾞構造⽤接着剤



調査総括
調査スコープ

 マルチマテリアルという観点から⾃動⾞構造⽤接着剤の現状ならびに今後の⾒通しを調査。加えて、本格的な実⽤
化に向けた課題も分析した。

（市場全体のトレンド・⾃動⾞構造⽤接着剤の現状）
 環境規制の強化を背景に、⾃動⾞の軽量化が引き続き進展す

る⾒込み。引張強度1GMPa超のウルトラハイテン材、アルミ材、
CFRP/コンポジットの採⽤が拡⼤する⽅向。

 ⾃動⾞構造材のマルチマテリアル化に伴い、異種材料接合という
課題が浮上。

 従来のスポット溶接だけでなく、レーザー溶接や機械締結、接着
剤等、接合技術も“マルチ化”。従来は数種の接合技術で済ん
でいたものが、今は10前後にまで増加。

 また、衝突安全性能が厳格化（側突衝突試験の追加等）す
る中、強度だけでなく、剛性も重視する動きが強まっており、剛性
補強の観点から接合技術が⾒直されるケースも増えている。

 欧州中心にアルミ/アルミでの接着剤の使⽤が定着も、国内では
抵抗スポットでの対応に向けた動きが浮上。

 ウルトラハイテンの採⽤拡⼤に伴い、スポット溶接と接着剤を併⽤
したウェルドボンド工法が⽇本国内でも浸透する兆し。

 異種材接道（鉄/アルミ）では電食の観点から接着剤が使⽤さ
れるケースも少なくないが、機械締結やろう付け、摩擦攪拌接合
等、他の接合技術との“すみ分け”。

 異種材接合（⾦属/CFRP・コンポジット）では、線膨張係数を
吸収できる新規の接着剤開発が進むも、CFRP等の採⽤拡⼤
が多少スローダウンする中、接着剤の実績はあまり積みあがってい
ない。

（⾃動⾞構造⽤接着剤の今後の⾒通し）
 ⽇系⾃動⾞メーカーは、まず「鉄を使い切ろう」という⽅向。そうした

中、ウルトラハイテンの採⽤拡⼤に伴い、ウェルドボンド工法による
剛性補強のニーズが拡⼤する⾒通し。

 ただ、欧米と⽐較し、⽇本は接着剤の使⽤シーンが限定されてい
る（ウェルドボンドや機械締結と併⽤されるケースもあるが、接着
剤はあくまでも補完的な役割である場合も少なくない）。

（背景及び課題）
 接着剤メーカー⾃体はそれぞれに技術を保有しているものの、接着

接合部材に対する品質管理・保証ロジックが確⽴されていない点が
構造⽤接着剤の普及を妨げている最⼤の要因。

 特に指摘される耐久性については複合的な要因（振動、湿熱サイ
クル、材料劣化等）が絡む。メカニズムが⼗分に解明されていない
中で、分析・実験のみで破壊メカニズムを検証するのには限界がある。

 耐久性についての試験⽅法・基準については、協調領域と位置付け、
業界が⼀体となっての取り組みが必要。

 品質管理・保証ロジックの確⽴という点では、シミュレーションの適⽤
が有効であるが、実物形状適⽤等に係るマクロレベルについてはまだ
まだ環境が整っていない。

 コンソーシアムを通じ、素材メーカー、接着剤メーカー、⾃動⾞メー
カー等が連携し構造⽤接着剤に係る課題解決に取り組む⽅向性
が重要。
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（1）市場の状況、今後の⾒通し
• 環境規制の強化を背景に、⾃動⾞の軽量化が引き続き進展する⾒込み。
• 引張強度1GMPa超のウルトラハイテン材、アルミ材、CFRP/コンポジットの採⽤が拡⼤する方向。

出所︓米CENTER FOR AUTOMOTIVE RESEARCH（CAR）/Technology Roadmaps（2017年7月公表）

⾃動⾞構造材においてマルチマテリアル化が進展
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（1）市場の状況、今後の⾒通し
• ⾃動⾞構造材のマルチマテリアル化に伴い、異種材料接合という課題が浮上。
• 従来のスポット溶接だけでなく、レーザー溶接や機械締結、接着剤等、接合技術も“マルチ化”。従来

は数種の接合技術で済んでいたものが、今は10前後にまで増加。
• また、衝突安全性能が厳格化（側突衝突試験の追加等）する中、強度だけでなく、剛性も重視す

る動きが強まっており、剛性補強の観点から接合技術が⾒直されるケースも増えている。

出所︓独AUDI資料

接合技術もマルチ化
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（2）接合技術の概要

出所︓神⼾製鋼所資料より抜粋-118-



（3）⾃動⾞構造⽤接着剤の現状（同材）

（鉄/鉄）
• 抵抗スポット溶接が主流（安価、⾼強度、⾒栄え等）。剛性の確保には打点数を増やす必要があり、⼀台当たり数千点に及ぶこともある
（亜鉛めっきのハイテン材）
• アンダーボディ等で使⽤されるが、溶接割れの問題があるため、機械締結が⽤いられるケースもあるが、引張強度が1.2GPa級以上のウルト

ラハイテン材には機械締結での対応が難しい（機械締結メーカーのBOELLHOFFは1.6GPaまで対応）。
• ウルトラハイテンの採⽤拡⼤による薄⾁化（ダウンゲージ）は、ボディ剛性が不⾜する可能性があるため、剛性補強、制振性の向上を目的

としたウェルドボンドの適⽤が増える⽅向が想定される。
（アルミ/アルミ）
• 反射の問題から溶接が面倒なため、機械締結、接着剤が使⽤されるケースも少なくない。特に接着剤は、共振周波数をずらす（動的強

度を向上）、弾性アップ（振動・騒音抑制）に加え、衝撃安全性に係るエネルギーマネジメントにおいて設計⾃由度が⾼いというメリットも
あり、欧州⾃動⾞メーカーでは「スポットで仮止めし、接着剤で接合する」使い⽅が普及している。

• ⼀⽅、⽇系⾃動⾞メーカーでは抵抗スポットのニーズは根強いが、⼀般的に電気抵抗の低さから鋼と⽐較し⾼電流、⾼加圧となるため、コ
ストや⽣産性、歪み等の問題があった。これに対し、アートヒカリではダイレクト駆動のサーボモータを採⽤し、加圧⼒をきめ細かく制御すること
で溶接を効率化。溶接時間の短縮化により、溶接熱が周囲に伝わってアルミ板に歪みが出るといった悪影響を抑えることが可能としてたスポ
ット溶接システムを開発している。実際、xEVバッテリーケースのような⼤物でもアルミを抵抗スポットで接合しているものが出てきているようだ。

鉄/鉄、アルミ/アルミ

• 欧州中心にアルミ/アルミでの接着剤の使⽤が定着も、国内では抵抗スポットでの対応に向けた動き
が浮上。

• ウルトラハイテンの採⽤拡⼤に伴い、スポット溶接と接着剤を併⽤したウェルドボンド工法が日本国内
でも浸透する兆し。
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• ⾦属と樹脂の接合は線膨張係数の違いをいかに吸収
するかがポイント。

• CFRP等の炭素繊維材料と⾦属の接合では電食の問
題があるため、接着剤が主に使⽤される。ただ、従来の
エポキシ系接着剤では伸びの面で対応が困難なため、
「エポキシをどのように柔らかくするか」、⼀⽅、柔軟なも
のが多いウレタン系では「ウレタンをどのように固くするか」
を巡って開発競争を繰り広げている。

• BMW i3のCFRPパッセンジャーセルでは150m/台の
接着剤（2液ウレタン系）が採⽤されている。

• 数年前までは⾃動⾞メーカーの軽量化ニーズの⾼まり
を背景にCFRP等の複合材の採⽤に向けた動きが活
発化していたものの、最近はこの動きが少しスローダウン
している（少なくとも国内では接着剤メーカーの実績は
あまり積みあがっていない）。

（3）⾃動⾞構造⽤接着剤の現状（異種材）

鉄/アルミ ⾦属/CFRP・コンポジット
• 異種材接合（特に⾦属）では電食の問題があるため

、機械締結（接着剤を併⽤）や接着剤が使⽤され
ることも多い。

• アルミを多⽤した米フォード「F150」では接着剤やSPR
（セルフピアスリベット）が利⽤されている。

• ただ、ろう付や摩擦攪拌接合等もあるため、機械締結
は外部の目にさらされない、片面アクセスへの対応が求
められるセンターピラー等の部品での適⽤が中心になる
だろうとの⾒⽅も強い。

• 接着剤は、鉄/鉄、アルミ/アルミの同種材と同様に主
にエポキシ系が使⽤されている。

• 鉄/アルミでは電⾷の観点から接着剤が使⽤されるケースも少なくないが、機械締結やろう付け、摩
擦攪拌接合等、他の接合技術との“すみ分け”。

• ⾦属/CFRP・コンポジットでは、線膨張係数を吸収できる新規の接着剤開発が進むも、CFRP等の
採⽤拡⼤が多少スローダウンする中、接着剤の実績はあまり積みあがっていない。
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（4）本格実⽤化に向けた課題

 接着剤メーカー⾃体はそれぞれに技術を保有しているものの、接着接合部材に対する品質管理・保証ロジックが確⽴
されていない点が構造⽤接着剤の普及を妨げている最⼤の要因。

 ⽇系の⾃動⾞メーカーは「破壊メカニズムが分からないと、構造材には怖くて使えない」。欧米は試験評価し、相応の結
果が得られれば、それを信頼し採⽤する。

 特に指摘される耐久性については複合的な要因（振動、湿熱サイクル、材料劣化等）が絡む。接着剤内部の挙動を
直接観察できない。メカニズムが⼗分に解明されていない中で、分析・実験のみで破壊メカニズムを検証するのには限界
がある。

 耐久性についての試験⽅法・基準については、協調領域と位置付け、業界が⼀体となっての取り組みが必要。
 品質管理・保証ロジックの確⽴という点では、シミュレーションの適⽤が有効であるが、実物形状適⽤等に係るマクロレベ

ルについてはまだまだ環境が整っていない。
⇔欧州の接着剤メーカーは耐久性、弾性率、相⼿材との接着強度をかなり研究している。

衝突試験の設備をインハウスで保有しているメーカーもある。
 コンソーシアムを通じ、素材メーカー、接着剤メーカー、⾃動⾞メーカー等が連携し構造⽤接着剤に係る課題解決に取

り組む⽅向性は重要であるが、特に⾃動⾞メーカーの本音の部分が出てこないため、話が進まない面がある。もう少し踏
み込める仕掛けが必要との⾒解もある。

なぜ接着剤が日本で普及しないのか︖

• 日系⾃動⾞メーカーは、まず「鉄を使い切ろう」という方向。そうした中、ウルトラハイテンの採⽤拡⼤
に伴い、ウェルドボンド工法による剛性補強のニーズが拡⼤する⾒通し。

• ただ、欧米と比較し、日本は接着剤の使⽤シーンが限定されている（ウェルドボンドや機械締結と併
⽤されるケースもあるが、接着剤はあくまでも補完的な役割である場合も少なくない）。
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13. スーパーエンジニアリングプラスチックス



調査総括

国内では⾃動⾞部品がスーパーエンプラの加工技術開発のドライブとなりにくい環境。
“次世代の軽量化量産技術”といった観点から、アプリケーション・材料を幅広に捉えた研究開発の推進も必要。

調査スコープ
 ⾃動⾞を対象としたスーパーエンジニアリングプラスチックス（以下、スーパーエンプラ）に係る加工技術について調査。
 ⾃動⾞×エンプラ（スーパーエンプラ）の観点から、特徴のある加工技術を抽出するとともに、要素技術（装置、材

料等）を整理。

（⾃動⾞分野における採⽤状況）
 ⾃動⾞部品で使⽤されるスーパーエンプラ（射出成形）として

は、主にPEEK、PEI、熱可塑性PIが挙げられる。
 PEEKはポンプ、シールリング、ギア、ワッシャーなど。軽量化、ある

いは⼀体成形による低コスト化などを目的とした⾦属代替の需要
が中心となるが、低ノイズ化による採⽤も多い。

 また、PEIはキャブレータ部品やエンジン部品、ベアリングリテーナ
等、熱可塑性PIはトランスミッション関係のATF部品（スラスト
ワッシャー、ブッシュ類、シールリング）等、摺動性を活かした⽤途
で採⽤実績。

（加工技術）
 汎⽤樹脂、エンプラ樹脂と⽐較し、⾼融点であるため、成形温度

が⾼い（射出成形機は⾼温仕様）。
 ⻑時間滞留はゲル化を誘発してしまう可能性があるため、滞留

時間を短くする必要がある。また、流動性に関するプロセスウィンド
ウが狭く、温度をきめ細かく制御する必要がある。特に⾦型温調
は極めて重要等、スーパーエンプラの加工技術には特有のものが
あり、成形加工メーカー・⾦型メーカーも相応に限られる。

 欧州では⾃動⾞・航空機部品をターゲットに中間基材の作り込
み、加工技術、⾦型技術を通じたサイクルタイム低減、⼀体成
形による⼆次加工コストの削減等を目的とした取り組み（ハイブ
リッド成形技術/オーバーモールディング工法）が活発。

 また、米国等では3Dプリンタでのスーパーエンプラ活⽤に向け、
標準化の取り組み（米NCAMP認証プログラム）も出てきている。

 スーパーエンプラ⾃体は⾼価な材料であるため、航空宇宙・防衛
といった機能が重視されるハイエンドの部品への適⽤が中心となる
が、ハイブリッド成形技術（オーバーモールディング技術）をスー
パーエンプラを⽤い開発することでプロセス技術を確⽴し、⽐較的
容易にPPSやPA等の他材料での展開につなげるといった動きも
⾒られる。アーリーアダプターとなる航空機部品ではスーパーエンプ
ラが求められるためとみられるが、これにより量産実績が積めるメ
リットもある。

（今後の展開）
 欧米では軽量化、ノイズ低減等を目的とした⾦属代替の取り組

みが引き続き活発に進められているが、⽇本では採⽤拡⼤に向
けた目⽴った動きはあまり⾒られない。この背景として、スーパーエ
ンプラは1万円/kg前後と価格が⾼く、⽇系⾃動⾞メーカーの開
発対象となりにくいことが挙げられる。

 また、エンジン部品やトランスミッション部品等において、⾼温環境
下で疲労耐性や耐薬品性、摺動性等がどうしても要求される
ケースに限定され、そうした場合はデータ・実績が揃う欧州の事例
を適⽤する傾向が強い（⾃社で積極的に開発し採⽤するといっ
た動きはほとんどないとされる）。
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（1）スーパーエンプラの定義
• スーパーエンプラの明確な定義はないものの、エンジニアリングプラスチックよりさらに⾼温（概ね150℃以上）の耐熱性

を持つプラスチック。⼀般的には非晶ポリアリレート（PAR）、ポリサルホン（PSF）、ポリフェニレンサルファイド（PPS）
、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリイミド（PI）、ポリエーテルイミド（PEI）、フッ素樹脂、液晶ポリマー（
LCP）が“スーパーエンプラ”として呼称される。

• 代表的なスーパーエンプラであるPEEKは耐熱性（連続使⽤温度260℃）に加え、耐摩擦摩耗性や耐薬品性などの
特性バランスに優れており、半導体液晶、化学関連、食品・飲料関連の製造設備部品及び耐熱要求のある電子部
品、エンジン付近の⾃動⾞部品などの幅広い需要分野で使⽤されている。

• PPS（耐熱性、剛性、耐薬品性、難燃性、電気絶縁性等）、LCP（⾼耐熱性、⾼流動性、低誘電率、⾼周波特
性等）も、その特徴から⾃動⾞、電気・電子分野の様々な⽤途で使⽤されているが、ここでは特に耐熱性、機械的特
性、電気特性等を⾼次に両⽴させたPEEK等のスーパーエンプラに着目。特に⾃動⾞分野で⼀定の採⽤実績を持つ
PEEK、PI、PEIを中心にこれら樹脂に係る加工技術を調査した。

種類 特⻑ 射出成形条件例 樹脂メーカー 主な⽤途

ポリエーテルエーテル
ケトン
（PEEK）

耐熱性（連続使⽤温度260℃）が⾼く、耐摩擦摩耗
性、耐薬品性、耐加⽔分解性、耐放射線性、食品安
全性をバランスよく発揮する。

シリンダー温度︓380℃〜
⾦型温度︓170℃〜

Victrex
Solvay
Evonik
その他中国

⾃動⾞（ポンプ、シールリング、ギア、ワッシャー等）、半
導体液晶関連（ウエハバスケット、部品トレー等）、電
気・電子（SMT対応モータ、コンデンサ、スイッチ）、メ
ディカル（インプラント）、食品製造装置等。

ポリイミド
（PI）

⾼超耐熱性（240℃）、良好な摺動特性、クリーン性、
耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性、寸法安定性に
特⻑。熱硬化タイプが⼀般的であるが、三井化学が熱可
塑性ポリイミド樹脂を製品化している。

シリンダー温度︓400℃〜
⾦型温度︓180〜200℃

三井化学

フィルム、チューブ、半導体製造装置、ワイヤー被覆、OA
機器（断熱ブッシュ、ギア）、電気電子部品（ソケッ
ト、コネクター）、⾃動⾞部品（シーリング、ワッシャー）

ポリエーテルイミド
（PEI）

イミド結合（優れた耐熱性と強度）とエーテル結合（良
好な加工性）の組合せを持った、非晶性樹脂。耐熱性
（連続耐熱温度170℃）、耐熱⽔性、低発煙性、難
燃性に優れる。

（樹脂温度︓340〜400℃）
⾦型温度︓140〜180℃

SABIC

⾃動⾞（リフレクタ、フォグランプなど）、航空機部品、メ
ガネフレーム、食品耐熱容器など。

出所︓各種資料を基に矢野経済研究所作成
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（2）現状及び今後の⾒通し
• 矢野経済研究所では、PEEK樹脂の世界需要は年率7％前後の伸⻑率で推移しており、2018年は8,200tになった

と推計している。2019年はアジア地域を中心とする電気・電子・半導体向けの需要が低調になるとみられ、前年よりも
伸び率は縮⼩する⾒通しである。

PEEK 地域別需要構成（2018年）

• 地域別では欧州が40％と最⼤の需要地となり、北米、中国、⽇
本と続く。欧米は航空・宇宙やエネルギー産業向けの需要が他の
地域よりも⼤きい。

• 中国を含むアジアは電気・電子・半導体向けが多く、ここ数年
PEEKの世界需要を牽引してきた。また、⾃動⾞向けの需要は
世界の各地域を幅広くカバーしている。

• ⽇本は⾃動⾞と電気・電子向けが中心とみられる。

PEEK 分野別需要構成（2018年）

• 分野別の需要構成⽐は⾃動⾞・航空宇宙向けが最⼤であり、
電気・電子、産業・エネルギーと続く。

• ⾃動⾞分野の⽤途はポンプ、シールリング、ギア、ワッシャーなど。
⽇本ではトランスミッション⽤のシールリング向けの需要が⼤きく、
オートマオイル（ATF）や⾼温に晒される環境下での優れた疲
労耐性などが評価されている。

• また、⾃動⾞分野では軽量化、あるいは⼀体成形による低コスト
化などを目的とした⾦属代替の需要が中心となるが、PEEKにお
いては低ノイズ化による採⽤も多い。

出所︓矢野経済研究所「2019年版 エンプラ市場の現状と将来展望」

出所︓矢野経済研究所「2019年版 エンプラ市場の現状と将来展望」

単位︓t
世界市場

単位︓t
世界市場
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（2）現状及び今後の⾒通し
 PEEK︓⾃動⾞、航空機分野での取り組みが活発
 PEEK市場にはVictrex、Solvay advanced materials、Evonik Industries、Arkemaの欧米勢のほか、Panjin Zhongrun High 

Performance Polymers、Jilin Zhongyan High Performance Engineering Plasticといった中国勢が参入している。

 ⾃動⾞分野の⽤途はポンプ、シールリング、ギア、ワッシャーなど。⽇本ではトランスミッション⽤のシールリング向けの需要が⼤きく、オートマオイ
ル（ATF）や⾼温に晒される環境下での優れた疲労耐性などが評価されている。

 また、⾃動⾞分野では軽量化、あるいは⼀体成形による低コスト化などを目的に⾦属部品を樹脂化するが、PEEKにおいては低ノイズ化に
よる採⽤も多い。近年は⾞内の静粛性・快適性の向上を図るため摺動部のノイズ低減が求められていることから、低弾性というPEEKの特
⻑を活かし⾦属ギアからの代替需要を取り込んでいる。

 航空宇宙分野の⽤途はブラケットやクランプ、ギアなど。カーボンファイバ（CF）などの強化材とPAEKとの複合材としての展開が進んでいる。
 Victrexでは2018年に航空宇宙向けとして、CF／PAEKのUDテープ製ハウジングとCF／PEEK製ギヤをオーバーモールド成形でモジュール

化したドライブシャフト部品が採⽤された。厳しい要求性能を満たし、かつ複雑形状である同部品を迅速かつ低コストに製造できる点が評価
されている。

 アルケマは同分野への展開に注⼒している。2018年3月には複合材料メーカーである米Hexcel社と、航空⽤途向け炭素繊維強化熱可
塑性UDテープの製造技術の開発を目的とした技術提携を結んだ。以降、それぞれが蓄積してきた専門知識・ノウハウを融合させることで、
軽量化に加えて低コスト化や⽣産効率の向上に貢献できる新材料の開発を推進。2019年3月には両社がフランスのレ・ザヴニエール（イ
ゼール県）に共同研究ラボをオープンすると発表した。このラボ内にパイロットラインを導入し、2019年第3四半期からユーザーに炭素繊維
強化熱可塑性UDテープのサンプル供給を開始する予定である。

需要分野 主な⽤途

⾃動⾞
ベーンポンプ、オイルポンプ、遠心ポンプ、シール、サポーティングリング、ギア類、スラスト・ワッシャー、ベア
リング・ゲージ

航空宇宙 ブラケット、クランプ、ギア等

半導体・液晶 ウエハバスケット、部品トレー、スピンチャッカ、LCD搬送ローラ

メディカル ⼈工関節等の体内埋め込み型医療機器（インプラント）

⾷品
産業⽤洗浄装置向けスプレーヘッド⽤ヘリカルギア、飲料食品加工ライン⽤コンベアベルト、エスプレッ
ソマシン（蒸気吹出し⼝）

出所︓矢野経済研究所「2019年版 エンプラ市場の現状と将来展望」 -126-



（2）現状及び今後の⾒通し
 PEI︓3Dプリンタ向けにフィラメントをローンチ。試作⽤の⾦型・部品がターゲット
 PEIは米国のGEが2007年に開発した琥珀色透明な非晶性樹脂で、イミド結合と良好な溶融成形加工性を⽰すエーテル結合が特⻑。

現在はSABIC Innovative Plasticsのみが⽣産している。ブランド名は「ULTEM」。
 主な⽤途は電気・電子部品、⾃動⾞部品、機械部品、航空機部品など。また、滅菌処理可能、透明で壊れにくいため医療⽤具・器具に

も多く使⽤されている。また耐油性、食品接触適合性、汚れがつきにくく、電子レンジや食洗器等でも利⽤されている。
 ⾃動⾞部品ではキャブレータ部品やエンジン部品、ベアリングリテーナ等での採⽤実績がある。
 近年、SABICは3Dプリンタ向けに注⼒しており、2018年5月にはFDM（Fused deposition modeling)向けに新たなフィラメント「

ULTEM AM1010F」及び「ULTEMTM AMHU1010F」をローンチしている。「ULTEM AM1010F」は試作⾦型や炭素繊維レイアップ⽤
治具、⾃動⾞試作部品等、「ULTEMTM AMHU1010F」はSABICが定めるポリシー及びトレーサビリティに対応したヘルスケアグレードで、
ヘルスケア関連のプロトタイプ部品の作成に適しているとしている。また、量産時にはこれらグレードとベースが共通の射出成形グレードを提供
できる点も訴求している。

 2019年4月には「ULTEM9085」が米NCAMP（National Center for Advanced Materials Performance）の認証プログラムに
て承認を得たことが発表されている。同プログラムは特定の材料とプロセスを組み合わせた際の材料物性及びプロセス仕様を分析レポートとと
もに公開するもので、Wichita State University’s National Institute for Aviation Researchがリーダーを務めている。

 「ULTEM」の⽣産拠点は米国インディアナ州のマウントバーノンとスペインのカルタヘナの2カ所。SABICは「ULTEM」の⽣産能⼒を拡⼤する
ため、シンガポールにある既存のコンパウンド工場の拡張を含めた新たな工場の建設を計画。稼働は2021年上期を予定している。シンガポ
ール工場の本格稼働後、ULTEMの総⽣産能⼒は2018年と⽐べて50％の拡⼤となることを明らかにしている。

 ⼀般のポリイミド樹脂は熱硬化性で電子回路材料の絶縁基材として使⽤されることがほとんどであるが、三井化学はポリマー骨格を全芳香
構造とし、射出成形を可能にした熱可塑性ポリイミド（オーラム）を製品化している。

 ⾼温時でも強度、剛性が⾼く、寸法安定性に優れるほか、摺動特性、クリーン性、耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性等も特⻑。主な
⽤途は⾃動⾞部品や工作機械関連のシーリング、ワッシャーや半導体治具、精密・OA機器（断熱ブッシュ、ギア）等。⽇本をはじめ、世
界で⼀定の需要を確保しているものとみられる。

 ⾃動⾞部品ではトランスミッション関係のATF部品（スラストワッシャー、ブッシュ類、シールリング）等、摺動性を活かした⽤途が中心。
 三井化学では⾃動⾞のさらなる軽量化につながる「エンジンの樹脂化」に着目。エンジン部品やギアボックスやケーシング等の⼤型成形品で

の採⽤に向けた取り組みを推進している。材料コストを含め、ハードルは⾼いが、同社では中間基材の作り込み、加工技術、⾦型技術を通
じたサイクルタイム低減、⼀体成形による⼆次加工コストの削減等を追求。トータルでメリットとなるソリューションの提案を目指す。

 軽量化量産技術の研究開発支援組織である独「AZL Aachen GmbH」に参画。同地に複合材研究チームを置いている。

 熱可塑性PI︓⾃動⾞のさらなる軽量化につながる「エンジンの樹脂化」に着目
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（3）スーパーエンプラに係る加工技術
• 汎⽤樹脂、エンプラ樹脂と⽐較し、⾼融点であるため、成形温度が⾼い（射出成形機は⾼温仕様）。
• ⻑時間滞留はゲル化を誘発してしまう可能性があるため、滞留時間を短くする必要がある。
• 流動性に関するプロセスウィンドウが狭く、温度をきめ細かく制御する必要がある。特に⾦型温調は極めて重要。
• ⾦型温度が既存のエンプラより⾼めのため、⾦型材質も⾼温時のかじりや摩擦を防止を目的にHRC（ロックウェル硬さ

）が56〜58の焼入鋼や冷間ダイス鋼が適当とされる。また、PTFEを添加するような摺動グレードでは耐腐食性を付与
したSUS系の材質が⽤いられる。

樹脂 加工面

PEEK

射出、押出成型などの各種の加工法が可能で、様々な機械部品、押出被覆、フィルム、シート製造に使⽤されている。
PEEKは融点が350℃で、成型加工のためには450℃の最⼤加熱温度が可能な加工機が適する。PEEKの吸⽔性は低いが、安定した成型加
工、特にフィルム成型では150〜160℃で、2〜4時間の乾燥が望ましい。
⾦型温度はナチュラルグレードで160〜200℃、補強材含有グレードで180〜220℃程度に設定する。効率的な射出成型加工のためには、
ホットランナーの使⽤が望ましい。

PEI

各種の溶融成形加工が可能である。
成形前の乾燥は、Tgより15℃くらい低い温度である150℃で最低2〜3時間の乾燥が必要。
射出成形加工温度を⾼温(350℃以上)に保つことが推奨されている。この⾼温に保つことにより、低応⼒状態で成形すると、特に衝撃面などで
機械的特性を向上させることができる。

（熱可塑性）PI
ガラス転移温度、⾼融点を有するため、⾼めの成形温度に設定する必要がある。
400〜420℃の領域で良好な流動⻑を得ることができる。この溶融流動性により、複雑な形状の製品も成形可能となっている。

出所︓エンプラ技術連合会資料を基に矢野経済研究所作成
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（4）スーパーエンプラに係る先進加工技術

• 2019年10月のK展にて、航空機産業向けにインナーギアをオーバーモールドしたオール樹脂製のドライブシャフトシステム
を公開。このデモンストレーション⽤の部品は「JEC Innovation Award 2019（Aerospace-Application）」を受
賞した。これは同社とHerone（コンポジットメーカー）、ドレスデン工科⼤学（Insitute of Lightweight and 
Polymer Technology/ILT）が共同で開発した「ハイブリッド成形技術」を応⽤したもの。

• 同技術は“Organo Tubes”と呼ぶCF/PAEKからなるUDテープを組紐にし中空構造を形成。その中に、PEEKの短繊
維GFコンポジットを射出成形するもの。⼤幅にサイクルタイムが低減できる点が特徴。なお、Organo Tubesには低融
点のPAEK（成形温度330℃）、オーバーモールド部には⾼融点のPEEK（同400℃）を採⽤している。

• 航空機業界ではe-VTOL等の普及により、その量産規模がこれまでの年間150台（Airbus A350）といったレベルか
ら、数千、数万の世界へと変わっていく可能性が挙げられており、新たな⼤規模⽣産に対応した軽量化技術が求められ
るとの⾒⽅から、Heroneはこのハイブリッド成形技術の開発に取り組んだとしている。

Victrex︓ハイブリッド成形技術
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（4）スーパーエンプラに係る先進加工技術

• 同社は航空、⾃動⾞、防衛セクターをメインフィールドとする英コンポジットメーカーで、ADS（航空宇宙、航空関連の英
国業界団体）及びComposite UKのメンバー。

• 2012年頃よりオーバーモールディング技術の着目。射出成形メーカーであるEngel（オーストリア）との協業を通じ、熱プ
レス成形と射出成形をワンショットで実現できるEngel社製「vduo1100」を導入し、ハイサイクルのオーバーモールディング
技術を開発した。

• 具体的には、加熱したオルガノシート（中間基材）をプレス成形部にセット。そのタイミングで、溶融樹脂を注入し、射出
成形するというもの。オルガノシートの加熱には加熱スピード及びプロセス制御性を⾼めた特殊な熱処理装置（IR 
oven/Ceramicx）を使⽤している。また、中間基材等の搬送・セットはロボットにより⾃動化。ワンプロセスかつ⾃動化に
より、サイクルタイムはサイズや形状によるものの、2分以内に抑えられるとしている。

• 航空機部品ではPEI、PPS、PEEK、⾃動⾞部品ではPAが要求されるが、同社はまずPEEKを⽤い、同技術を開発。そ
の後、PPSやPAへの対応を進めた。PEEKの場合、成形温度及び成形時間をより厳密に管理する必要があったが、
PEEKにて技術を確⽴したことで、その後の樹脂対応は容易であったとのこと。

• ワンショットサイクルは溶融樹脂を同時に成形するため、相互拡散が働き、層間の接合が極めて良好、かつ優れた機械的
物性、外観性が得られるとのこと。また、⾦型の費⽤、部品組⽴のコストが削減できるため、コストメリットも⼤きい。ただ、
エジェクターピンが必要なデザインでは追加コストが発⽣する。クライアントのニーズに基づいた最適な設計・デザインが重要
との認識を⽰している。

• デモンストレーションとして製作した部品（CF/PPS）はサイクルタイムが約60秒であるため、1,000〜1,500パーツ/24h
の量産が可能。また、設計から試作、量産まで12週間で対応できるとのこと。

• 同社では航空機部品だけでなく、⾃動⾞部品も同技術のスコープに入ってくるとしている。

英CCP Gransden︓オーバーモールディング
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14. 水ビジネス



（IoT・AIなど先端技術の活⽤）
 情報通信会社やベンチャー企業が、IoT・AIなどの先端技術を水分野に適⽤（実証実験段階を含む）
 実証実験において、インフラ運営の効率化などの効果が確認されれば世界的に広がる可能性がある
 IoT・AIを活⽤する上で、質・量ともに⼗分なデータの収集とその解析技術がポイントになる
 収集・解析の対象となるデータ（例︓地形）の適切な管理（情報セキュリティ）

（東南アジア市場）
 国・地域によって異なる⽔分野のインフラ整備状況（例︓⾼度な技術

を導入するシンガポールと⽔道インフラの整備が途上のミャンマー）。
⇒優れた技術であっても、導入の可否は「要求されるインフラ整備の
レベル」「コスト」等の影響を受ける。

 東南アジア市場のポテンシャルに注目し、欧米やアジア（中国、韓国
など）の企業が参入している。⾃国市場で⼒をつけた東南アジアの現
地資本企業が近隣の国・地域の市場に参入する動きもある。
⇒「低コスト」を特徴とするアジア企業との競争の激化。

（日系メーカーの動向）
 技術⼒や品質、これまでの実績などが付加価値となる製品・設備で海

外企業との差別化を図る。
⇒耐震管など差別化ができている製品がある⼀⽅で、確⽴された技
術が採⽤される施設はコスト面で海外勢との厳しい競争に直面。

 企業によっては、東南アジア市場での事業拡⼤を目指してEPCや水道
事業に乗り出す。
⇒事業基盤を整備するために現地スタッフの育成や現地企業との連
携を推進。

（東南アジア市場の将来の⾒通し）
 ⼈⼝増加や経済成⻑が続く国・地域においてインフラ需要が拡⼤。
 アジア企業が、⾃国を含むアジアの市場でノウハウと実績を重ね、存在感が⾼まる。
 既にインフラ整備が進んだ国におけるインフラ更新や都市化地域における⾼度処理のニーズ。
 ⼈件費や地価の上昇に伴う作業の機械化・⾃動化の可能性。

インフラ更新と
先端技術の活
⽤は日本市場
と共通のテーマ

（世界市場）
 世界全体での⽔の需要は増加。東南アジアなど新興国では、都市化・工業化の進展や⼈⼝増加などにより⽔需要の増加に対応できるイン

フラを整備する動きが活発化。
 ⽔処理でのIoT化・AI化（⽔源管理、インフラの維持・運⽤、検針/料⾦徴収、環境管理等）が進んでいる。

調査総括
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133
経済産業省「我が国⽔ビジネスの海外展開（2017年3月）」より抜粋
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（1）世界における水ビジネス市場



IoT化に必要となる
情報処理システムや
通信環境、デバイス、
アプリケーションなど
の開発ノウハウ

【⽔インフラの維持・運⽤業務】
・稼働データの収集・解析
・設備・機器の異常のチェック
（早期発⾒、予測）

・業務の⾃動化・機械化
（点検、運転）
・⽔の需給量予測

134※機器メーカー・情報通信会社へのヒアリングなどを基に矢野経済研究所作成

• ⽔処理分野でのIoT活⽤が進む
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排⽔ 【環境管理業務】
⽔量や⽔質などのデータ収集・解析
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情報通信系会社・メーカーの
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（２）水インフラにおけるIoT化の対象と参入プレイヤー



135各国データは外務省「目で⾒るＡＳＥＡＮ」より2018年のものを抜粋
ニーズが考えられる製品・技術・ノウハウの例はJICA「⺠間企業の製品・技術の活⽤が期待される現地情報（⽔の浄化、⽔処理）」より抜粋

【インドネシア】
⼈⼝︓26,766万⼈
名目GDP︓10,422億ドル
（約115兆797億円）
⼀⼈当たりGDP︓3,894ドル
（約42万円）

【ベトナム】
⼈⼝︓9,554万⼈
名目GDP︓2,449億ドル
（約27兆418億円）
⼀⼈当たりGDP︓2,564ドル
（約28万円）

【ミャンマー】
⼈⼝︓5,371万⼈
名目GDP︓712億ドル
（約7兆8,619億円）
⼀⼈当たりGDP︓1,326ドル
（約14万円）

【カンボジア】
⼈⼝︓1,625万⼈
名目GDP︓246億ドル
（約2兆7,163億円）
⼀⼈当たりGDP︓1,512ドル
（約16万円）

国名 開発課題 開発課題に対する製品・技術・ノウハウ

インドネシア ジャカルタの主要な⽔源であるチタルム川の環境悪化に対する
対策 工業排⽔・河川⽔の監視／モニタリング技術・設備など

ベトナム 下⽔の汚泥処理工程（濃縮・脱⽔等）における効率化、減
容化、肥料・建設資材の原料やエネルギーとしてのリサイクル

⾼効率濃縮・脱⽔技術、下⽔汚泥焼却技術、下⽔汚泥肥料化技術、下⽔
汚泥エネルギーリサイクル技術など

東南アジアでニーズが考えられる製品・技術・ノウハウの例

• 経済成⻑と⼈⼝増加に伴い⽔インフラの需要が増加

【タイ】
⼈⼝︓6,943万⼈
名目GDP︓5,050億ドル
（約55兆7,621億円）
⼀⼈当たりGDP︓7,274ドル
（約80万円）

【マレーシア】
⼈⼝︓3,153万⼈
名目GDP︓3,543億ドル
（約39兆1,218億円）
⼀⼈当たりGDP︓11,239ドル
（約124万円）

【フィリピン】
⼈⼝︓10,665万⼈
名目GDP︓3,309億ドル
（約36兆5,379億円）
⼀⼈当たりGDP︓3,103ドル
（約34万円）

【ラオス】
⼈⼝︓706万⼈
名目GDP︓181億ドル
（約1兆9,986億円）
⼀⼈当たりGDP︓2,568ドル
（約28万円）

（参考）東南アジアにおける水処理市場
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（参考）水処理プロセスの概況（上水施設）
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富士経済「2017年版⽔資源関連市場の現状と将来展望」や⽔処理企業へのヒアリングなどを基に作成

（参考）水処理プロセスの概況（下水施設）
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⽇本⽔道鋼管協会ホームページや⽔処理企業へのヒアリングなどを基に作成

（参考）ポンプ・管材



15. 超電導



調査総括
調査スコープ

 超電導技術の現状をアップデート。
 世界の動向を踏まえた⽇本の強みを調査。

（低温超電導）
 MRI（磁気共鳴撮影）装置を中心に市場を確⽴。
 MRI装置としては永久磁石タイプと超電導磁石タイプがある。そ

れぞれの特⻑からすみ分けがなされているが、超電導磁石タイプ
は⾼磁場強度（1.5〜3T）による撮像時間の短さや⾼解像
度画質の⾼さがメリットとなる。近年はさらなる⾼性能化に向けた
⾼磁場化の取り組みが進んでおり、⽇本、フランス等の開発競争
も活発。

 その他、シリコン単結晶引上げ装置、核磁気共鳴（NMR）装
置、磁気測定装置（SQUID）、核融合炉、磁気シールド装
置等で⼀定の需要。また、今後実⽤化が期待されるものとして、
磁気浮上式鉄道、電気推進式航空旅客機、超電導磁気軸
受・風⼒発電機等が挙げられる。

 ただ、近年は⾼温超電導の性能が⾼まっており、MRIやNMRの
マグネットにおいても⾼温超電導を適⽤しようとする動きがみられ
る。

（⾼温超電導）
 「⾼温超電導」は電送ケーブル等の実証がプロジェクトベースで進

むも、市場性は依然不透明な状況。
 ビスマス系は住友電気工業のみが供給。ケーブル応⽤をメインに

世界各地へ納入。今後数年は超電導リニア向けに稼働率が⾼
まる⾒込み。

 各国でケーブル応⽤の実証試験が実施されてきたが、対投資効
果の面から計画が⾒直されるケースも。ただ、鉄道（き電線）の
場合、冷却効率以上に直流のメリットが⼤きく、ケーブル応⽤の
テーマとして今後の展開が期待される。

 希土類系は⻑年の研究開発を経て、2010年頃より新規参入
が活発化。現在希⼟類系の⻑尺線材を製造しているメーカーは
世界で10社を超える。

 磁場発⽣応⽤、⾼磁場発⽣応⽤に⾼いポテンシャル。特に⼩型
核融合炉開発や航空機⽤モータ、風⼒発電⽤超電導発電機
などの新規アプリケーションでは希⼟類系線材を⽤いることを前提
としたものが多いものの、製品価格と製品歩留まりに⼤きな課
題。

（世界の動向を踏まえた日本の強み）
 低温超電導、⾼温超電導ともに⽇本企業の「材料のクオリティの⾼さ」に対する評価は極めて⾼い。ただ、低温超電導では技術の成熟化とと

もに中国メーカーと連携を図る動きも出てきている。⼀⽅、⾼温超電導ではMgB2も含めて⽇本企業が⽣産性、線材性能ともに優位なポジ
ション。特にビスマス系線材は当面住友電工社の寡占が続くと予想される。希⼟類系線材では未だ参入会社が増える状況にあるが、低価
格化、⻑尺線材安定供給、線材特性の信頼性の点で抜け出した企業が⽣き残り、シェアを伸ばすものと予想される。

 米国は政府機関からの研究開発支援が先細ってきており、その影響がメーカーの取り組みにも顕われてきているとされる。さらに中⻑期の研究
開発を要する技術領域に対して、どのように支援策を講じていくか。守り、育てていくための仕組みづくりも検討課題となっている。 -140-



（1）超電導の概要
• 「低温超電導」はMRI装置を中心に市場確⽴。「⾼温超電導」は電送ケーブル等の実証がプロジェ

クトベースで進むも、市場性は依然不透明な状況。

様々な⻑尺超電導線材の実⽤限界(Je>104 A/cm2を実⽤可能条件とした)
出所︓⻘山学院⼤学下山教授提供

 超電導体は、液体ヘリウム（沸点-269℃/4.2K）で冷却し使⽤
されるものを低温超電導体、液体窒素（沸点-195.8℃/77K）
で冷却するものを「⾼温超電導体」と呼ぶ。

 「低温超電導体」では、NbTi系（NdTi, Nd3Sn)がMRI装置
（磁気共鳴画像診断）を中心に市場が確⽴されている。⾼磁場
化に関わる研究開発が引き続き進められているものの、技術的に
は成熟化してきている面がある。

 ⼀⽅、「⾼温超電導体」は1986年にLa-Ba-Cu-O（ペロブスカイ
ト系銅酸化物）が⾒出されて以降、Y-Ba-Cu-O（Y系、希⼟類
系）、Bi-Sr-Ca-Cu-O（ビスマス系）、Hg-Ba-Ca-Cu-O（⽔
銀系）と材料研究が進展。電送ケーブル等での実⽤化に向け、ビ
スマス系、希土類系を⽤いた実証実験が現在も⾏われている。

 実⽤化が期待されるケーブル応⽤について、各国のプロジェクトが進
んだことで、「それなりのレベルにまでは到達できてきている」との⾒⽅
があるが、本格的な実⽤化に向けては相応の投資が必要となるた
め、対投資効果を含め、ユーザー側の要求にどこまでマッチできるか
依然不透明な状況。

 その他、2001年に⻘山学院⼤学、秋光純らが発⾒した⼆ホウ化
マグネシウム（遷移温度39K）をはじめ、東京工業⼤学、細野ら
の鉄オキシニクタイド化合物（鉄系、遷移温度59K）が挙げられ
るが、いずれも製造⽅法の確⽴を含めた研究開発段階にある。

 特に二ホウ化マグネシウム（MgB2）は欧州で動きが活発化しつ
つある。
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（2）「低温超電導」の現状
• 日本、米国が低温超電導の線材、コイル・マグネットの供給で主導的なポジション。

MRI
 低温超電導体のメインの市場として、MRI（磁気共鳴撮影）装

置が挙げられる。
 MRI装置としては永久磁石タイプと超電導磁石タイプがある。それ

ぞれの特⻑からすみ分けがなされているが、超電導磁石タイプは⾼
磁場強度（1.5〜3T）による撮像時間の短さや⾼解像度画質
の⾼さがメリットとなる。

 MRI装置では三菱電機、日⽴製作所等が⼿掛けるNbTi系のコイ
ル・マグネットが⽤いられている。NbTi系としては、NbTi、Nb3Snが
あり、古河電工、ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー（神⼾
製鋼所100%子会社）が線材を供給している。

※古河電工は2003年、欧州原子核研究機構（CERN）の⼤型ハドロン衝突型
加速器向けに超電導体を納入。また、2016年には米フェルミ国⽴加速器研究所
にも超伝導体を納入している。 （プレスリリースより）
※⽇⽴製作所は2016年11月、中国寧波健信核磁技術有限公司と超電導磁
石及びサブシステムを共同開発することを発表している。健信社はMRIシステム⽤の
永久磁石、超電導磁石を開発、製造、販売する中国トップクラスの磁石メーカー。
2003年以降、⽇⽴は同社からもMRIシステム⽤永久磁石を採⽤してきた関係。
（プレスリリースより）

 海外では米Bruker等が線材、コイル・マグネットの製造を⼿掛け
ているものとみられる。

※Brukerは2016年、英Oxford Instrumentsより低温超電導線材を⼿掛ける
「Oxford Instruments Superconducting Wire」を買収。
※英Oxford Instrumentsは、MRIの実⽤化に⼤きな役割を果たした装置メー
カー。GE、Philipsに技術提供したほか、SiemensともJVを設⽴し、MRIの事業化
を支援した（同JVは2004年に解散）。
（プレスリリースより）

NMR・その他
 NMR（核磁気共鳴）は原子核を磁場の中に入れて核スピンの

共鳴現象を観測することで、物質の分子構造を原子レベルで解析
するための装置。低温超電導磁石を⽤い、強磁場を発⽣させる。
ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジーの線材を⽤い、日本電
子が製造している。

 海外のNMR装置メーカーとしては米Bruker等が挙げられる。
Brukerは様々なアプリケーションに対応するため、NMR装置の磁
石および極低温システムを⾃社で設計・製造。世界最⼤のNMR
⽤超伝導磁石メーカーを⾃認している。

※同社は400MHz〜1GHzの装置をラインナップ。1GHzの磁場強度は20T超に
達する。低温超電導線材はBruker EAS（独Hanau）が担当。
 その他、磁気測定装置（SQUID）、核融合炉、磁気シールド装

置等が⽤途として挙げられる。また、今後実⽤化が期待されるもの
として、磁気浮上式鉄道、電気推進式航空旅客機、超電導磁
気軸受・風⼒発電機等がある。

 ただ、近年は⾼温超電導の性能が⾼まっており、MRIやNMRのマ
グネットにおいても⾼温超電導を適⽤しようとする動きがみられる。

 MRIではさらなる⾼性能化に向けた⾼磁場化の取り組みが進んで
おり、仏では脳の研究目的に11.7Tを発⽣させたMRIが製作され
ている。 ※「Nurospinプロジェクト」（仏原子⼒庁/サクレー研究所）

 ⾼磁場化について、ライバルである仏がNbTiをさらに低温で使⽤す
る⽅向にあるのに対し、⽇本はNb3Snで取り組んでいる。
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（3）「⾼温超電導」の現状
• ビスマス系は住友電気工業のみが供給。ケーブル応⽤をメインに世界各地へ納入。
• 今後数年は超電導リニア向けに稼働率が⾼まる⾒込み。

ビスマス系
 Bi-Sr-Ca-Cu-Oで構成されるもので、特にBi(⼀部Pb)、Sr、

Ca、Cuの組成⽐が2:2:2:3となる2223相は臨界温度が110K
と⾼い。

 世界的に⾒ても、住友電気工業（DI-BSCCO）のみが製造し
ている。

※過去には、米国のAmerican Superconductor（AMSC）社と欧州のEST
社が開発を⾏っていたが、AMSC社は2005年末にはBi2223線材製造からY系線
材に乗り換えることを表明。EST社も実質的に撤退している。なお、中国のInnova
Superconductor Technology (InnoST)社が2000年頃より参入。現在も開
発は続けられているが、製品供給の実績はほとんどないものとみられる。

 住友電気工業はAgとビスマス系⾼温超電導材料を複合加工する
固相法をベースに、熱処理工程を改良することで、1,000m以上
の⻑尺化を⾼い歩留まりで可能とした。また、これにより、⾼密度化
により臨界電流、機械強度を⼤幅に向上する等、品質面での改
善も進んだ。

※製品上はType H（標準）とType HT（⾼強度）があり、Type Hは単⻑〜
1,500mを謳うものの、Type HTは補強⽤の合⾦テープ（SUS、Cu、Ni）の関
係から単⻑〜500mである。
 2008年より「DI-BSCCO」のサンプル供給を開始。「⾼温超電導

ケーブル」を電⼒系統に連系する⽇本初の実証試験（北海道石
狩市）を⽪切りに、ロシア（2010年）、中国（2010年）、ドイ
ツ（2012年）、⽇本（2012年、旭変電所）に超電導ケーブル
を納入した実績を持つ。

※それ以前にも、韓国（2005年）、米国（2006年）の超電導ケーブルシステム
実証試験 参画

 原料はBi2O3、PbO、SrCO3、BaCO3、CaCO3、CuOであり、
原料の粉末の粒度はサブミクロン、純度はスリーナイン。

 これらの原料粉末をまずAgパイプに充填し、伸ばし、単芯伸線とす
る。それをAgパイプに嵌合し、再度伸ばし、多芯伸線とする。次い
で圧延・焼成する（焼成温度は830℃〜840℃）を繰り返し
テープ状にする。

 住友電気工業では改良製造プロセスとして、⾼圧焼結法（CT-
OPプロセス）を開発。超電導特性を決定する重要工程である熱
処理工程において、温度･圧⼒･雰囲気をトータルに制御すること
で、異相の⼩さい、空隙のない密度100％の超電導組織（従来
は85％）を実現している。

出所︓住友電気工業パンフレットより抜粋
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（3）「⾼温超電導」の現状
• 各国でケーブル応⽤の実証試験が実施されてきたが、対投資効果の面から計画が⾒直されるケース

も。プロジェクトの実験ではうまくいっているが、実稼働を想定した場合、交流損失に伴う熱の問題（
冷却側の負担⼤）が課題とされる。

• この点、鉄道（き電線）は冷却効率以上に、直流のメリットが⼤きく、昇圧設備（変電所）を削減
することが可能。ケーブル応⽤のテーマとして有望視されている。

韓国（DAPASプロジェク
ト）

KEPRIプロジェクト（住友電工製のBi2223銀シース線材を⽤いた超電導ケーブル100mを⽤いた試験）
及びLSケーブルプロジェクト（希⼟類系線材及びケーブルの研究開発）からなり、その第⼀フェイズとして
2006年4月よりKEPRIプロジェクトの試験を開始する計画であったが、その後、LSケーブルプロジェクトに集約
（プロジェクトの成果として、線材メーカーSuNAMが創設される）。

米国（Albanyプロジェク
ト）

米SuperPower社がメインコントラクタとなり、住友電工が超電導ケーブルの製作・布設・運転を担当（超
電導ケーブル線路は約350m）。2006年7月、世界で初めての⻑尺超電導ケーブルの実系統接続を実施
した。2008年1月には第2フェーズとして30m部分をYBCO線に交換し、4月までの期間、送電試験を⾏っ
た。

ドイツ（AmpaCity） 独電⼒会社RWEと独超電導ケーブル製造会社Nexans社等がエッセン市の中心地にて2つの変電所を⻑
さ1kmの交流超電導ケーブルで結ぶもので、線材は住友電工「DI-BSCCO　Type HT」が採⽤された。
2014年春より運転開始。

ロシア（直流超電導ケーブル
プロジェクト）

2013年、露電⼒会社FGC UESがサンクトペテルスブルグ市で、2つの変電所を⻑さ2.5kmの直流超電導
ケーブルで結ぶもの。住友電工は同プロジェクトに使⽤する約100kmの「DI－BISCCO Type HT」を納
入。

日本（旭変電所） NEDOプロジェクト「⾼温超電導ケーブル実証プロジェクト」として、東京電⼒の旭変電所にて⾼温超電導
ケーブルシステムを実系統に連系した実証試験を実施するもので、2012年〜2013年の⼀年以上の期間を
通じ運転に成功した。超電導ケーブルは住友電工「DI-BISCCO」の技術を応⽤。66kV、200MVA級の三
心⼀括型（⻑さ約240m）を使⽤。

オランダ（超電導ケーブル計
画）

Tennet社は2015年、国内電⼒網の⼀部に２〜4kmの地下超電導⾼電圧ケーブルの設置する計画を発
表。2006年にはEnschedeにパイロットサイト（3.4kmの⾼温超電導ケーブルを布設）を設けることを決定
したが、ケーブルコストがコンベンショナルな110kV/150kVケーブルと⽐較し4倍となってしまうことの負担を考
慮し、2018年に計画をストップした。

電送ケーブル
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（3）「⾼温超電導」の現状
• 日本、米国、欧州、韓国、ロシア、中国による研究開発競争が続く。
• 性能面でリードするフジクラは2019年、次世代MRI装置等に向け事業の本格⽴ち上げに着手。

希土類系
 希⼟類系は主にYBa2Cu3O7-xとGdBa2Cu3O7-xの2つがあ

る。以前はYBa2Cu3O7の組成であったが、近年研究開発が進
み、臨界電流の特性向上を目的にYをGdに全量置換した
GdBa2Cu3O7の組成によるものが主体となってきている。

※このため、以前はY系と呼ばれることが多かったが、近年は希⼟類系（REBCO）
の呼称が⼀般的になっている。

 製造⽅法としては、無配向のハステロイC276テープ上にイオンビー
ムアシスト蒸着(IBAD)法によって2軸配向したBa2Zr2O7層を設
けその上にパルスレーザー堆積(PLD)法によってY123層をエピタキ
シャル成⻑させる⽅法等がある。

 ⻑尺線材開発に向けてはReel to Reel⽅式でかつ短時間で中
間層を成膜する技術の開発が重要との観点から、IBAD法以外に
も、RABiTS法（Rolling Assisted Bi-axially Textured 
Substarte）やISD法（Inclined Substrate Deposition）
等が開発された。

 その後、各種の発⾒を通じ、IBAD法による2軸配向⾦属基体が
⾼速⽣産できるようになったこと、この技術がある程度成熟し多くの
企業で作製できるようになったこともあり、2010年頃より、新たにY
系線材メーカーが加わるようになった。

 なお、Y系線材の超電導層の成膜にも様々な⽅法があるが、現在
ではPLD法が最も多く採⽤されている。

 ⽇本では、フジクラ、古河電気工業（米スーパーパワーを2011
年に買収）、住友電気工業、昭和電線ケーブルシステム。

 海外では米AMSC、米STI、独Bruker-HST、独THEVA、独
D-nano、露SuperOX、韓SuNAM、中国上海超電導等が
挙げられる。

 中でも、フジクラは2019年7月、低温磁場中の臨界電流密度が
400A/mm2と、従来の1.5倍以上を実現した希⼟類系⾼温超
電導線材の量産化に成功、販売を始めると発表している。

 希⼟類系⾼温超電導線材を⽤いた次世代MRI装置の開発が活
発化してきており、⼀部では動作検証の作業も進んでいるとして、
同社では、コイル製品も含め新製品の事業を本格的に⽴ち上げる
⽅針を明らかにしている。

 磁場中特性向上技術、低交流損失技術、低コストプロセス技術
の開発進展に伴い、⾼磁場マグネット応⽤（MRI・NMR）や限
流器での本格実⽤化に向けた動きが徐々に本格化する兆し。

 ようやく実⽤化レベルが⾒えてきたとの声も少なくないが、量産技術
の確⽴に向けた歩留まりの改善や⻑尺化（少なくともパンケーキコ
イルを接続なく巻けるような、200mといったレベル）といった課題は
まだ残るとの⾒⽅もある。

 ただ、性能面での向上を背景に、MIT/スパーク（ミニ核融合実験
炉）に希⼟類線材を使⽤したいといったニーズが浮上する等、新た
な動きも出てきている。
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（4）各国の動向

• 政府支援は、事業化に近い段階のテーマに集中投下。
• 三菱電機、フジクラがプロジェクト成果を基に⾼温超電導の事業拡⼤を推進。

NEDOプロジェクト「⾼温超電導実⽤化促進技術開発」〜2016年度〜2020年度 事業総額︓81億円規模

①電⼒送電⽤⾼温超電導ケーブルシステムの実⽤化開発（2016年度〜2018年度）
東京電⼒ホールディングス、住友電気工業、古河電気工業、前川製作所及び石狩超電導・直流送電システム技術研究組合が参加
②運輸分野への⾼温超電導適⽤基盤技術開発（2016年度〜2020年度）
鉄道総合技術研究所が受託
③⾼温超電導⾼安定磁場マグネットシステム技術開発（2016年度〜2020年度）
三菱電機、産業技術総合研究所、古河電気工業が参加
④⾼温超電導⾼磁場コイル⽤線材の実⽤化技術開発（2016年度〜2018年度）
フジクラ、国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所が参加

日本

三菱電機
 2016年3月、MRIミニモデルにて世界で初めて磁界強度3テスラでの撮像に成功したことを発表。2020年度までに実⽤機の半分サイズのMRI（5Tクラス）を試

作するとともに、⾼温超電導コイルの設計・製造基盤技術を構築。2021年度以降に実⽤機サイズのMRIコイル試作を⾏う⽅針を明らかにしている。なお、3T-
MRI磁石は発⽣磁場 2.9 T、内径φ580、外径φ1200、蓄積 エネルギー1.6 MJ、線材総⻑ 72 km の規模で、漏洩磁場 5 ガウスラインは 3.2 m×2.5 
m。

 同社は年間に300〜400台のMRI⽤低温超電導コイルを製造しており、そのシェアは国内トップ。2017年3月には系統変電システム製作所・赤穂工場（兵庫
県）に「超電導マグネット新工場」を竣工し、⽣産能⼒を最⼤60%増強する等、事業拡⼤を図っている（2020年度の超電導マグネット売上⾼は90億円を計
画）。同新工場はMRI装置⽤、半導体製造装置⽤の低温超電導マグネットを⽣産するほか、⾼温超電導マグネットの試作等も⾏うとしている。
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（5）各国の動向

• DOE、DOD、NISTと各政府機関から研究開発支援プログラムが継続的に設定されているものの、
以前ほどの勢いはなくなってきているようだ。ただ、MIT研究チームがミニ各融合炉（Sparc）への
HTS適⽤を検討する等、新たな動きが出てきている。

*Spacプロジェクトは2016年に政府からの資⾦援助が打ち切られたが、その後、Commonwealth Fusion Systems(CFS)という⺠間企業から3,000万USDの資⾦を
受けた。最終目標は1億ワットのエネルギーを⽣み出すトカマク型原子炉を作ることを掲げており、その第⼀段階（2018年〜2020年）として超電導磁石の開発を推進中。

米国

The Advanced Superconductor 
Manufacturing Institute 
(ASMI) 
（2018年6月〜2019年12月）

• ⾼温超電導線材の製造技術確⽴に
向けたコンソーシアム。

• NIST（アメリカ国⽴標準技術研究
所）が資⾦を拠出（およそ50万
USD、プロジェクト期間は18カ月）。

• スループットの向上（現状の10倍）
、歩留まりの改善（90%以上）、
交流損失の低減、⻑期運⽤を想定
した低コストの冷凍技術、信頼性試
験・標準化をゴールとして設定。

• ワークショップ形式で、様々な企業、
研究所が各テーマに取り組む⽅式で
活動を進めているようだ。 -147-



（5）各国の動向

• HTS電⼒ケーブルのプロジェクトを一貫して推進。

• 韓国では DAPAS(2001–2011 年,10 M$/yr)、GENI(2009–2013 年,5 M$/yr)、JEJU プロジェク ト
(2011–2016 年,10 M$/yr)とケーブル開発が積極的に⾏われ、この 15 年で 2 つの HTS 電⼒ケーブル (AC 
22.9 kV, DC 80 kV)が実系統に導入された。AC 154 kV の電⼒ケーブルが実系統への接続の準備が でき、AC 
22.9 kV の電⼒ケーブルが商⽤ケーブルとして購入リクエスト待ちの状況にある。

• また、世界初の完全商⽤の HTS 電⼒ケーブルシステムとして AC 23 kV,50 MVA の 1 km の送電ケーブルと冷却
能⼒ 7.5 kW@69 K のターボブレイトン冷却システムがインストールされることとなり、Shingal project(2016.9–
2017.10 サイトはソウルの南およそ 35 km)がスタートした。

• さらに次のプロジェク トとして 2 km クラスの同軸電⼒ケーブルが計画されている(2017–2021 年, 30 M$/5yrs)。
開発項目は、23 kV, 50 MVA の同軸ケーブル、3 km クラスの電⼒ケーブル冷却システム、23 kV 電⼒ネットワーク
保護アルゴリズムなど。

韓国

SuNAM社
 REBCO層製造技術として独⾃のRCE-DR法を適⽤している。RE、Ba、Cu をア モルファス状態で堆積した後、成膜装置内で短時間（＜

30 秒）アニールすることで 2 軸配向REBCO層を形成する⼿法。PLD 法や MOCVD 法に⽐べて⾼速・⼤面積成膜が可能な⼿法であり、
プロセスコスト的に有利であるとみられている。同社は、1050A/cm幅で1 km⻑の線材を製造する能⼒を確⽴しているとしている。

 その他、限流器、NMR、⾼磁場マグネット、誘導加熱機の開発など多岐に亘る開発が韓国においても⾏われており、最新プロジェクトとしては、
三相同軸ケーブル開発が2017年から始まったとのことである。
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（5）各国の動向

• 欧州では日本、米国、韓国等と比較し、⾼温超電導の研究開発が遅れていたが、近年は盛り返しつ
つある。Conectus (Consortium of European Companies Determined To Use 
Superconductivity) を起点に線材から電⼒機器に亘る多くの企業、研究機関が研究開発に参
画。特にMgB2の動きが活発化してきている点が特徴的。

• 電⼒応⽤に関しては、DRYSMES4GRID という MgB2 伝導冷却 SMES のプロジェクトが 2017–2019 年、2.7 
M€の予算規模で⾏われ、300 kJ, 100 kW のプロト タイプ SMES のフルシステムが開発される。

• 風⼒発電では洋上 10 MW の MgB2風⼒発電機の概念設計および検証を⾏う Suprapower プロジェクト(5.4 
M€、2012–2016 年)でMgB2ローターコイルおよびクラ イオスタットの回転評価機(RMV: Rotating Magnetic 
Validator)が製作・評価中である。また、 EcoSwing プロジェクト(13.8 M€、2015–2019 年)にてフルスケールの
MW 級ダイレクトドライブ機を開発し既存風⾞(3.6 MW、14 rpm、ローター直径 128 m)に載せ替えコスト競争⼒
があることを実証する予定である。

• また、Horizon2020 の枠組みの中で HVDC Supergrid ⽤の FCL(1 kA, 50 kV)の開発が FASTGRID プロジ
ェクト(2017–2020 年)で⾏われる。REBCO 線材の使⽤量を減らすため限流動作時の発 ⽣電圧を 2–3 倍にし、
また、線材の均質性を改善する線材開発が⾏われ、ノーマル伝搬速度(NPZV)を 10 倍にしてより安全な運転可能と
する current flow diverter という概念が導入される。

欧州

• MgB2は線材を作りやすい、製造コストが安価に抑えられる可能性があるといった点から、欧州、⽇本を中心に研究開発が進みつつある状況。
• 欧州では、伊ASG SuperconductorsがMgB2線材及び同線材を⽤いたマグネットの開発に取り組んでおり、MRI、送電ケーブル、限流器、

及び風⼒発電への適⽤に向け活発な動きを⾒せている。
• MgB2線材を供給しているメーカーとしては、このほか、米Hyper Tech Research（オハイオ州）、⽇⽴製作所が挙げられる。
• ⽇⽴製作所はJR東海とMgB2超電導多芯⻑尺線材を世界で初めて開発する等、MgB2線材では先⾏メーカーの1つと位置付けられてい

る。国内では製品を出していないものの、海外のプロジェクトに現在も線材を納入しているようだ。
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16. 水中ロボット



調査総括
調査スコープ

 海洋産業の現状を把握し、将来の新産業育成に向けて必須となる基本技術について整理するとともに、特に汎⽤性
の⾼い海洋ロボットに関する各種技術の現状について調査報告。

（海洋産業と海洋ロボット）
 ⽔中ロボットはその使⽤目的と深度によって仕様が異なるが、海

洋産業の各分野で共通するロボット技術は
AUV(Autonomous Underwater Vehicle) / 
ROV(Remotely Operated Vehicle)に代表される無⼈ロボ
である。

 現状、AUV/ROVは海底石油・天然ガスエネルギーでの活⽤が
中心。最近の石油天然ガス田は陸上から海底に移り、さらに北
海のような浅海領域からメキシコ沖等の深海に移ってきており、海
洋ロボットの⼀層の活⽤が期待されている。

 海洋石油天然ガス田が⽇本に殆どなく、海洋油ガス田開発での
⽇本技術の活⽤は限定的。

 しかし、⼤規模⽔産養殖や海洋エネルギー、海底⾦属資源等、
将来的に本格展開が期待される海洋産業分野ではロボット応
⽤のニーズが⾼い。

 これら産業の活性化と海洋ロボット産業の育成は両輪。専門
家、開発企業の間でも早期に産学官の連携を強化し、市場創
出に着⼿すべきとの⾒解が多く聞かれた。

（要素技術及び日本企業のマーケットプレゼンス）
 ⽇本のROV/AUV等の海洋ロボットが主に学術調査目的で育っ

てきたのに対し、欧米での海洋ロボット技術は油ガス田開発向け
に技術開発と市場育成がなされてきた。

 海底油ガス田が深くなるにつれ、それまでの潜⽔士業務からROV
作業へと進展してきた。特にこの50年間は北海油田を対象にし
た各種技術開発が進み、ROVに代表される海洋ロボット及び関
連計測制御機器技術が⼤幅に進んだ。⼀⽅で、⽇本は産業化
が遅れ、機器は⾼価である。

 ⽇本国内の状況を⾒ても、主要な要素技術品はほとんどが輸
入。近年の国プロ等でも要素技術品は低価格な海外からの購
入を前提としているケースが多い。

 しかし、最近になって、川崎重工がスコットランドに子会社を設⽴
し、海洋石油分野に向けたAUVの開発を推進する等、従来とは
異なる企業の動きが浮上している。

 また、⽇本財団とスコットランド政府経済開発機関による技術開
発助成事業や、米石油エンジニアリング会社と国内エンジニアリン
グ⼤⼿による取り組み（海洋石油産業への参入促進）は⽇本
技術への期待が背景にある。

（将来に向けた課題）
 これまでの学術調査目的、プロジェクトベースでの海洋ロボット開発では、⽇本が強みとし得る技術を守ることすらままならない懸念。
 海洋⽴国の実現、エネルギー・セキュリティ、デュアルユース技術の活⽤拡⼤という観点から⾒ても、こうした状況をいかに食い止めるかは重要

なテーマ。
 新資源市場の創設や⼤型⽔産養殖の育成、港湾⼟木・ロボット工事の推進等を通じた海洋産業の活性化が、海洋ロボット産業の育成に

は不可⽋。
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 将来の海洋産業育成と密接に結びつくロボット応⽤

（1）海洋産業の概要・ロボット応⽤

分野 概要・ロボット応⽤

港湾・海底土木

港湾⼟木は⽐較的浅い海での作業が多く、従来は潜⽔士の作業で⾏われていた。しかし、最近は潜⽔士そのものが⾼齢化などで減少してきており、ロ
ボット化のニーズが⾼まっている。
潜⽔士の作業としては海底の工事作業状況確認、工事前の海底状況の確認、工事終了後の確認などが挙げられる。最新技術のサイドスキャナーを⽤
いることでも海中状況の把握ができるが、⽔中ロボット技術を利⽤することでコスト的にも有効な成果を得ることができる。この分野のロボットとしては「⽔中
ドローン」といわれる簡易ROVが多⽤されてきている。この「⽔中ドローン」市場は⽤途拡⼤が進み、産業⽤海中ロボットとは異なる独特の市場が構築さ
れつつある。

水産養殖
漁獲⾼の頭打ちを背景に、欧州はじめ各国が近代養殖に⼒を入れている。
近代養殖では⿂の管理・監視、漁網の管理清掃、海底の監視計測に加え、浮沈式などによる⼤型養殖の動きが始まっている。このような現場では浅海
あるいは中浅海での環境監視・⿂類監視・清掃作業など海中でのロボット作業の要望が⾼まっている。

海洋エネルギー

海洋の広い場所を活⽤し再⽣エネルギーを確保する試みが世界的に進んでいる。主に洋上風⼒発電、潮流発電、海流発電、洋上太陽光発電などが
実⽤化され出している。
これら海洋発電で設置される海中設備の状況監視、保守のための⽔中作業が不可⽋となり、そこに⻑期作業の実現可能性を⾼める海洋ロボットへの
期待が⼤きい。

海底石油
天然ガスエネルギー

海底に多くの設備が設置されることからこの設置工事・維持管理向けにROVの技術が育ってきた。⽇本の海洋ロボットが主に学術調査目的で育ってきた
のに対し、欧米での海洋ロボット技術はこの石油ガス向けに技術開発と市場育成がなされてきた。さらに海底石油現場が深くなるにつれ、それまでの潜⽔
士業務からROV作業へと進展してきた。
海外の海洋ロボットがAUV主導ではなくROV主導で開発されてきたのはこの石油天然ガス市場のためである。特にこの50年間は北海油田を対象にした
各種技術開発が進み、特にROVに代表される海洋ロボット及び関連計測制御機器技術が⼤幅に進んだ。

海底⾦属鉱物資源
⽇本周辺の海底にはマンガンを主成分とする団塊が分布する場所も確認されており、工業⽤途に有⽤な資源候補と言われている。海底資源の採掘に
は1000m以上さらには3000ｍに達する深度からロボット技術の活⽤が不可⽋となっており、深海⾦属資源開発はまさに海洋ロボット技術開発そのも
のと言うことができる。

海洋環境
海洋環境の調査を目的にアルゴフロートを海洋に設置、定期的に海中に潜⽔して温度などの測定を⾏うなどの取り組みが世界的に拡がっている。最近
は北極海の海氷下の状況観測も⾏われており、いずれも観測ロボットの重要性が⾼まってきている。
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 水中ロボットはその使⽤目的と深度によって仕様が異なるが、海洋産業の各分野で共
通するロボット技術は海洋産業の各分野で共通するAUV/ROVに代表される。

（2）水中ロボットの概要

水中ロボットの形態
有人潜水艇（HOV）

遠隔操縦型無人探査機（ROV）

⾃⽴型無人探査機（AUV）

水中ロボットの要素技術

⽔中通信
超音波、磁気、光、電界

計測
海洋計測、流速計測、CPT計
測

海洋モニタ
超音波サイドスキャン、光ライ
ダー スラスタ、動⼒源

位置検出
ボンダー、慣性航法システム

ロボットハンド

海中可視化

アンビリカル

溶接加工等工作技術

（製造）
三菱重工、川崎重工、三井E＆S、IHI、広和、フルデプス
（輸入販売）
東陽テクニカ、マリメックス ジャパン、海洋エンジニアリング
等
（運⽤サービス企業他）
深田サルベージ、フグロ ジャパン、いであ、応⽤地質、⽇本
海洋掘削、沖シーテック
（要素技術関連）
島津製作所、三菱電機特機、⽇本航空電子、JFEアドバ
ンテック、SGKシステム技研、横浜ゴム、アクアサウンド等

関連企業

JAMSTEC、海上安全技術研究所、九州工業⼤学、東
京⼤学、⻑崎⼤学、東海⼤学、海洋⼤学、つくば⼤学、
各地の職業能⼒開発⼤学校、工業⾼等専門学校等
※⽇本財団がスコットランド政府経済開発機関（SE及び
SDI）と共同で海洋開発に関する技術開発助成事業を
実施している。

関連研究機関

出所︓各種資料を基に矢野経済研究所作成
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 ⽇本のROV/AUV等の海洋ロボットが主に学術調査目的で育ってきたのに対し、欧米での海洋ロボッ
ト技術は石油天然ガス向けに技術開発と市場育成がなされてきた。

 海底油ガス田が深くなるにつれ、それまでの潜⽔士業務からROV作業へと進展してきた。特にこの50
年間は北海油田を対象にした各種技術開発が進み、ROVに代表される海洋ロボット及び関連計測
制御機器技術が⼤幅に進んだ。⼀⽅で、⽇本は産業化が遅れ、機器は⾼価である。

（3）ROV/AUV市場における日本の⽴ち位置

項目 内容 海外企業例
速度計測 海中で⾏動するROV/AUVの対海⽔、対地速度を知ることは基本的な

計測事項である。海⽔中の音波の特性を使ってドプラー⽅式での速度
計測が⼀般的である。
この分野での国内企業は⾒当たらない。品揃えの豊富な国内トップ企
業であるJFE Advantechもドプラー速度センサ（DVL）については海
外からの輸入品である。

ノルウエー企業のNORTEKとアメリカ企業の
TELEDYNE RDI INSTRUMENTS

NORTEKはDVL専門企業として波浪計測向け、
海中航⾏向け、海流向け、乱流向けなど⽤途毎の
仕様をそろえている。

CTD計測 海中での通信・計測に重要な音響技術を使⽤する場合、音響伝搬特
性が海中の伝導度(C)、温度(T)、⽔深(D)によって異なることから、常
にこの3つのパラメータの測定が必要となり最も基本的な測定項目の⼀
つである。また環境計測分野でも重要⽔中計測項目の⼀つである。10
年ほど前までは国内での開発製造も⾏われ、JFE Advantech社、鶴
⾒精機社などで発売されていたが現在はその扱いは極めて少なく、海外
製が占める状況となっている。

Ocean Science社、SEABIRD社
SEABIRD社のCTDでの測定結果であればそのま
ま学会で採⽤されるようになった。

ロボットハン
ド

ROV/AUVの海底での作業には各種マニピュレータは不可⽋である。 SCHILLING ROBOTICS社
世界の90％以上のシェアを確保。いくつかのシリーズ
商品を持つ。

【いくつかの要素技術から⾒た日本企業のマーケットプレゼンス】

出所︓各種資料、ヒアリング結果を基に矢野経済研究所作成-154-



 主要な要素技術品はほとんどが輸入。近年の国プロ等でも要素技術品は低価格な海
外からの購入を前提としているケースが多い。

（4）国内における要素技術の供給状況

*東京⼤学が開発したAUV（r2D4）に搭載されたコンポーネンツを区分け
出所︓海洋技術フォーラム資料（平成19年）等を基に矢野経済研究所作成

フェアリング TVカメラ GPS（米国製）　　 浮⼒材（英国製）　

バラスト投棄装置 構造部材 ジャイロ（フランス製） 上下推進器（米国製）

無線装置 耐圧容器 障害物探査装置（英国製） インターフェロメトリー受信機
（英国製）

電池 音響測位装置 サイドスキャナー（英国製） ⾼度計（英国製）

地磁気計 ドップラーソナー（米国製） 操舵機（米国製）

主推進機（米国製） ⽔中ケーブル（米国製）

⽔中コネクタ（米国製） CTD（米国製）

国内製品 海外製品
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 周囲を海に囲まれた⽇本であるが、海洋産業としてみた場合には技術的にも他国に遅れている。その最⼤の理由は、海に囲まれていて
もそこに⼤きな産業市場が無いことにある。世界の海洋産業を育ててきた石油天然ガス田が殆どないことが背景にある。

（5）将来に向けた課題

海洋⽴国の実現
エネルギー・セキュリティ（海洋資源）
デュアルユース技術の活⽤拡⼤

政策的意義

新資源市場の創設

海洋産業
活性化

⼤型水産養殖の育成 港湾土木・ロボット工事 海外市場への積極展
開 防衛との融合

熱⽔鉱床、レアメタル、メ
タンハイドレードなど、海洋
資源に係る産業の育成。

食糧政策への寄与を含
め、沿海での⼤型⽔産養
殖の実現と工業化推進
を狙う。浮沈式養殖など
の最新養殖技術の発展
を⾏い、そこに⼤きな海洋
ロボット市場を創設する。

港湾⼟木工事分野の機
械化は不可避。現在潜
⽔士が⾏っている作業を
積極的にロボット化するこ
とを推し進める。

石油天然ガス分野での
海洋ロボット活⽤は増加
トレンド。貿易管理令、
サービス体制、価格問題
などがあるが、⽇本の海
洋産業・技術を拡⼤する
ためにはこの分野への進
出は不可⽋である。

原子⼒発電所、港湾設
備、海上航路などでの安
全確保の問題が提唱さ
れている。海岸設備のセ
キュウリテイへの投資は新
しい産業創設に直結し、
しかも防衛産業との連携
可能性も⽣まれてくる。

試験場・認定制度

海洋ロボット
産業の育成

オペレータ教育 「海洋資源特区」 規格化の促進 その他

海洋ロボットは過酷な環境
で使⽤されるため⾼い信頼
性が要求される。そのため、
国家認定の実験・試験場を
設置し、そこで検査を受けた
技術には海中での実績と同
じ認定を付与する仕組みを
構築。このような制度は海
外普及も含めた産業振興へ
の寄与が⾒込まれる。

ROVの操作には独特の感
覚が必要となっている。将来
的にはROVも知能化が進む
とみられるが、オペレータ教育
は不可⽋。現在、国内での
オペレータ教育は釜石地区
でのみ⾏われているが、左記
のような試験・実験場を活
⽤したオペレータ教育が求め
られる。

海外の海洋石油産業にも
寄与できる、「資源特区」制
度による市場および技術開
発の総合⼤型プロジェクトの
創設を通じた産業のすそ野
の拡⼤も必要。

海洋関連計測はトレーサビリ
テイ、互換性の問題からデ
ファクトスタンダードを押さえる
ことが重要。規格化に関して
は⻑崎⼤学などを中心に検
討が始まっている。

・教育
・ベンチャー企業の育成
・ロボコン⼤会の普及
・輸出支援活動
・海外連携促進

-156-



17. AI（セキュリティカメラ）



調査総括
調査スコープ

 ⼈工知能（AI）の活⽤先として期待されるセキュリティカメラ（監視カメラ）に関し、市場の現状ならびに今後の⽅
向性について調査を⾏うとともに、AIに係る構成要素の動向も分析。

人工知能（AI）
 AIは近年、⼤量のデータ（ビッグデータ）を⽤いることでAI⾃身

が知識を獲得する「機械学習」の実⽤化を背景に、様々な商
品・サービスに組み込まれて利活⽤が本格的に始まっている。

 ⾜元の国内のAI関連市場の動向を⾒ると、言語解析、画像認
識が主要カテゴリーとして成⻑している。技術的な進歩に加え、
各種製品・サービスと組み合わせたソリューションの拡⼤により活
⽤⽤途の多様化が進みつつあることが成⻑の背景にある。

 中でも、画像認識は工場などで⾏っている製品の外観検査や作
業員の安全管理業務で導入が進展。現在は道路や橋などの社
会インフラ、各種建造物の保全業務での利⽤も急速に進みつつ
ある。また、街中映像監視や⼩売店の決済業務や⽇配品需要
予測等での導入加速化も⾒込まれている。

監視カメラ市場
 2018年の監視カメラシステム世界市場（メーカー出荷⾦額ベー

ス）は前年⽐16.8％増の2兆8,800億円と3兆円に迫る規模
に拡⼤する⾒込みである。市場はカメラとともに録画装置、映像
管理や画像解析ソフトウェアなどシステム全体が順当に拡⼤して
いる。最⼤の市場である中国に加え、欧州・米国・⽇本での需要
拡⼤とシステム更新需要、アジア圏や第三国圏での新規導入の
拡⼤が⾒込まれる。

 中国は、国家規模のセキュリティ投資（天網工程など）に伴う
旺盛な需要を背景に、世界の監視カメラシステム市場の50%弱
を占有（矢野経済研究所推計）。

• HikvisionやDahua Securityといった中国監視カメラメーカー
はこのような官公需を背景に急激に成⻑。この2社での2017年
⾒込みシェア（台数ベース）は32%と世界市場（4,400万
台, ⾦額ベースで約1兆円）の1/3を占めるに至っている（矢
野経済研究所推計）。

（監視カメラの構成要素）
 現状は汎⽤部品中心も、画像処理プロセッサに監視カメラメーカーの独⾃色が表れている。
 今後、AIの応⽤を進むことから、こうしたトレンドがさらに加速する⾒込みである。実際、⾼度な監視カメラシステム・ネットワークでは、AIアルゴリ

ズムをエッジデバイスに組み込み、ビデオ映像の中の1⼈の⼈物や1台の⾞などの特定情報だけが抜き出されて送られるようなエッジコンピューティ
ングの⼿法が取り入れられつつある。

 セキュリティ向けの⽤途はエッジAIの⼤きな市場に成⻑するとの期待が⾼まっており、⼤⼿ベンダーだけでなく、スタートアップも続々と参入してい
る。
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（1）技術概要
• ⼈工知能（Artificial Intelligence, 以下AI）は近年、⼤量のデータ（ビッグデータ）を⽤いることでAI⾃身が知識

を獲得する「機械学習」の実⽤化を背景に、様々な商品・サービスに組み込まれて利活⽤が本格的に始まっている。
• 具体的には、インターネットの検索エンジンやスマートフォンの音声応答アプリケーション、掃除ロボットなどが例として挙げら

れる。また、知識を定義する要素（特徴量）をAIが⾃ら習得するディープラーニング（深層学習）が登場して以降、
画像認識の精度が飛躍的に向上。画像診断（製造業の⾃動検査技術等）のみならず、防犯・監視等への応⽤が
加速度的に進んでいる。

出所︓総務省「ICTの進化が雇⽤と働き⽅に及ぼす影響に関する調査研究」（平成28年）
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（2）AI関連市場の概況
• ⾜元の国内のAI関連市場の動向を⾒ると、言語解析、画像認識が主要カテゴリーとして成⻑している。技術的な進歩

に加え、各種製品・サービスと組み合わせたソリューションの拡⼤により活⽤⽤途の多様化が進みつつあることが成⻑の背
景にある。

• 中でも、画像認識は工場などで⾏っている製品の外観検査や作業員の安全管理業務で導入が進展。現在は道路や
橋などの社会インフラ、各種建造物の保全業務での利⽤も急速に進みつつある。また、街中映像監視や⼩売店の決
済業務や⽇配品需要予測等での導入加速化も⾒込まれている。

• 言語解析はコールセンターでの活⽤を中心に拡⼤。最近は音声翻訳機等の市場も急速に拡⼤している。

• テロや犯罪を防止するため、街中に数多く設置されている監視カメラは、より⾼度なセキュリティのための監視やマーケティ
ングに活かす取り組みへと、その役割を⼤きく拡⼤しつつある。

• 実際、「監視カメラ⼤国」と呼ばれる英国では約600万台の街頭監視カメラが設置されているが、店舗などに設置された
カメラで得た映像をマーケティングにも活⽤しようという動きがこの数年で急速に拡⼤しつつある。例えば、映像から⼈の数
をカウントしたり、その動きを解析することで、店舗内における顧客の滞留状況や流れを分析。店舗設計の最適化や効
率的な広告・キャンペーンの⽴案に活⽤するといった取り組みがある。

• また、監視カメラの増加に伴い、⼈の目で映像を⾒てリアルタイムに異常を検知し対応することが困難となっている。特に
⽇本では少子⾼齢化によって労働⼈⼝が減少しており、監視要員の確保も容易ではない中、この作業をAIによって補
完すれば、セキュリティスタッフの作業負荷を抑えつつ、⾼度なセキュリティ監視を同時に実現できると期待されている。

＜AI技術を応⽤した社会ソリューション事例＞

出所︓NEC資料より引⽤
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（3）監視カメラシステム市場
• 2018年の監視カメラシステム世界市場（メーカー出荷⾦額ベース）は前年⽐16.8％増の2兆8,800億円と3兆円

に迫る規模に拡⼤する⾒込みである。市場はカメラとともに録画装置、映像管理や画像解析ソフトウェアなどシステム全
体が順当に拡⼤している。最⼤の市場である中国に加え、欧州・米国・⽇本での需要拡⼤とシステム更新需要、アジア
圏や第三国圏での新規導入の拡⼤が⾒込まれる。

• 中国は、国家規模のセキュリティ投資（天網工程など）に伴う旺盛な需要を背景に、世界の監視カメラシステム市場
の50%弱を占有（矢野経済研究所推計）。⾜元では需要拡⼤のペースを落としているものの、セキュリティネットワー
クの更新需要・アップグレードに加え、「スマートシティ構想」や「不動産・インフラでの需要拡⼤」などが需要を下支えする
ものとみられる。

出所︓矢野経済研究所「2019年度版 ネットワークカメラ／VCA画像解析システム市場 －ビジュアル・コミュニケーション調査シリーズ－」
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（3）監視カメラシステム市場（続）

• 中国には2億台近い監視カメラが街頭に設置されているとされる。監視カメラのネットワーク化プロジェクト「天網工程」が背景にある。
• 2015年、国家発展改革委員会が「996政策」を発表。この中で、監視カメラのネットワーク化を2020年までに中国全⼟で完成する目標

が⽰された。また、2017年に開催された全国公安科学技術情報化工作会議において、監視カメラシステムには「天網」（ネットワーク化）
、「天算」（画像⾼速処理能⼒）、「天智」（⼈工知能の応⽤）が必要との⾒解（620講和）が⽰され、これらに係る技術開発の加
速化が促された。既に北京、上海をはじめ、多くの省・直轄市・⾃治区で運⽤されており、⼀定解像度以上の監視カメラであれば、映り込
んだ⼈物の⽒名、身分証番号などの個⼈情報を１秒以内に顔認識検索、特定できるようになっているとされる。

• HikvisionやDahua Securityといった中国監視カメラメーカーはこのような官公需を背景に急激に成⻑。この2社での2017年⾒込みシェ
ア（台数ベース）は32%と世界市場（4,400万台, ⾦額ベースで約1兆円）の1/3を占めるに至っている（矢野経済研究所推計）。

• なお、2019年10月、米商務省は新疆ウイグル⾃治区の⼈権侵害（⼤規模監視）への関与を理由にHikvision、Dahua Securityを
含む28の中国企業と政府機関への米国製品の輸出をエンティティ・リスト（禁輸措置対象リスト）によって禁止している。

出所︓矢野経済研究所「2018年度版 監視カメラ市場予測と次世代戦略」

中国のセキュリティ投資（天網工程など）

日本
2.9%

北米
15.7%

欧州
10.3%

中国
56.1%

アジア
10.5%

その他
4.5%

⽇本 北米 欧州 中国 アジア その他

Hikvision（
中）, 23.4%

Dahua（中）, 
11.4%

AXIS（欧）, 
5.9%

Hanwha 
Techwin

（韓）, 3.0%

パナソニック
（日）, 2.7%

Tiandy（中）, 
1.9%

BOSCH
（欧）, 1.6%

ソニー（日）, 
1.4%

PELCO（欧）, 
1.3%

Uniview（欧）, 
1.2%

D-LINK（台）, 
1.0%

RELONG
（中）, 0.9%

その他, 44.3%

監視カメラ・世界市場・エリア別 （2017年, 台数ベース） 監視カメラ世界市場メーカーシェア（2017年、台数ベース）
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（4）監視カメラの構成要素

• 内部は電子基板3枚構成で、1枚に撮像素子CMOSイメージセンサを搭載し、もう1枚にシステム制御のプロセッサを搭
載、最も⼤きな基板にAXISが⾃前で開発したプログラムを搭載する画像プロセッサやDRAMが搭載されている。

• 本機には2個目のプロセッサが搭載されている。こちらは先ほどのカスタムプロセッサに対し、汎⽤プロセッサである。
NXP/Freescaleは良く知られたプロセッサメーカで、本機のおける位置づけは、AXIS P1427という製品をシステムとして
⾛らせる役割を追っていると思われる。監視カメラは複数のカメラで構成される場合が多く、このような場合、カメラ同士の
通信、監視ネットワークにおける各種調整等の役割を担う事になる。⾼い性能が求められる訳ではないため、廉価で済む
汎⽤プロセッサが使⽤されている。

• 監視カメラの平均的な撮像画素の数は200万個（2メガピクセル）である。その中にあって、本機は5メガピクセルを採⽤
している。⾼画素のメリットとしては、拡⼤しても画像の劣化が起こらない事である。監視対象エリアが広く、認識すべき物
体が⼩さい時などに威⼒を発揮する。画像処理ICが⾃社設計である事を考えると、平均的な2メガピクセルより⾼性能
なイメージセンサが必要であったと推定される。

 ⾃社設計プロセッサ「ARTPEC-4」
 監視カメラの命は画像認識である。昼夜兼⽤程度であれば汎

⽤の画像処理ソフトをそのまま搭載するだけで済むが、本機が
搭載する赤外線映像対応、独⾃設計レンズとの連携、深度
⽅向の感知、少ないデータ量で⾼精細な映像を送るための暗
号化や圧縮を⾏うなど、独⾃色を発揮させようとすると、それだ
けカスタマイズされた画像処理プロセッサが必要となる。

 AXIS Communicationの製品も多くの付加機能を有してお
り、コストのかかるカスタム処理ICを⾃前設計したと思われる。

カテゴリ 屋外監視カメラ
メーカ Axis
画素数 5MP
レンズ 樹脂

映像処理IC ⾃社設計品
ズーム 光学
通信 MicroSD
電源 Ethernet

部品総数 638
推定原価 USD130.91
販売価格 USD1000.0

• 汎⽤部品中心も、カスタマイズされた画像処理プロセッサに独⾃色

出所︓フォーマルハウト・テクノ・ソリューションズ資料を基に矢野経済研究所作成
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（4）監視カメラの構成要素
• ⼀般的に、AIを活⽤した監視カメラ映像解析では、まず映像を監視カメラで撮影し、そのデータをビデオ管理システムに

蓄積する。ここで得られた映像データをGPU等を装備した⾼速処理可能なコンピュータに送り、ここでAIによる解析を⾏
う流れとなる。しかし、監視カメラシステムの活⽤⽅法が多様になるに従い、データ処理性能に対するニーズが⾼度化。こ
れまでのようなクラウドコンピューティングでは莫⼤なネットワークのリソースと時間を消費してしまい、ネットワークの混雑、信
頼性低下が問題となっていた。

• そうした中、⾼度な監視カメラシステム・ネットワークでは、AIアルゴリズムをエッジデバイスに組み込み、ビデオ映像の中の1
⼈の⼈物や1台の⾞などの特定情報だけが抜き出されて送られるようなエッジコンピューティングの⼿法が取り入れられつ
つある。

• 中国のスタートアップであるHorizon Roboticsは、顔認証機能を搭載した監視カメラ向けに新しいチップを開発。この
技術を搭載したカメラを2018年の米セキュリティイベントで発表している。⾃動運転やロボットといったリアルタイムでAIの
処理が求められる分野では、クラウドを介さず、端末側（エッジ）で推論処理を⾏う「エッジAI」のニーズが⾼まっている。
同社は推論処理に特化することで⼩型で低消費電⼒、⾼性能、低コストなプロセッサを実現したとしている。

• 米クアルコムは2018年4月、スマートカメラ⽤にカスタムメイドされた新しいチップラインを導入したことを発表。AI機能や
各種の画像処理コンピュータビジョン機能をスポーツカメラや防犯カメラ等に取り入れやすくする狙いがある。

• 英ARMは2018年2月、防犯カメラやドローンなどのデバイスが⼈や物を検知できるようにするための新しいチップ設計を
発表している。

• このほか、顔認証技術を⼿がける中国センスタイムは、⾃社のソフトウェアをクアルコムの新しいチップ上で動作するように
改良したことを明らかにするなど、セキュリティ向けの⽤途はエッジAIの⼤きな市場に成⻑するとの期待が⾼まっており、⼤
⼿ベンダーだけでなく、スタートアップも続々と参入している。
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18. 空中ディスプレイ



調査総括

 空中ディスプレイは、サイバーフィジカル空間を実現するコア技術の1つとなりうる可能性を持つものの、現段階では技術
的に発展途上であり、まだ⼗分に市場が⾒えていない。

（課題）
 国内での動きは限定的。CEATECなどに出展された展⽰品も、画質が粗く、表示サイズも小さいためインパクトに⽋けた。

⇒理想と現実のギャップから、研究開発に拡がりを⽋く状況。
 ポストディスプレイの開発競争は始まったばかり。次世代技術という⼤きな文脈の中で、空中ディスプレイ研究を再定義することが重要。
 先ずはユースケースを優先し、簡易なものでも製品化することが課題となる。

調査スコープ
 国内外の空中ディスプレイの使われ⽅とそれにかかわるプレーヤーを調査
 空中ディスプレイ を実現する要素技術

（概要）
 空中ディスプレイ技術は、VR/AR（仮想・拡張現実）を表現する

次世代技術の⼀つ。
 VR/AR技術としては、視差⽅式を⽤いたHMDやスマートグラス等

の「2眼式」が主流だが、視野制限や虚像の誤認識による疲労感
や違和感等の問題がある 。
⇒ウェアラブルデバイスを必要としない「裸眼式」が理想。

 空中ディスプレイは呼び⽅、定義、分類が異なる。⇒標準化が必
要。

 視差式に代わる裸眼式の研究開発が進む。像に触れた際、⼒、
振動、動きなどを与えることで⽪膚感覚フィードバックを得る「ハプ
ティクス」の研究も注目されている。

（国内・海外動向）
 現在商⽤出荷されているものは空中結像技術を⽤いたAIプレート

や再帰反射シート、DCRA (Dihedral Corner Reflector 
Array)を光学素子として使⽤したものが⼤部分。

 ハプティクスは筑波⼤等がプラズマを利⽤したものを開発、宇都宮
⼤は赤外線による熱で触覚表現を試みる。

 イギリス・中国は、ほぼ同時期にLEDライトを使⽤したプロペラ型の
空中ディスプレイを開発。安価な為看板・広告業界で使⽤が広が
る。

 韓国サムソンディスプレイはライトフィールドディスプレイの研究を⾏う。
イギリスは超音波を使⽤したハプティクスを開発。Boschのインパネ
部分で採⽤されている。

（今後期待される展開・方向性）
 第1段階は⾃動⾞のスマートコックピット・ATM・医療現場・飲⾷店の非接触タッチパネルやコントローラーとして本格実⽤化。
 第２段階はテレビやパソコンに代わる”ポスト・ディスプレイ”として、サイバー・フィジカル空間でのインタラクション・コミュニケーションを実現。

将来は視覚・聴覚に加え、触覚・嗅覚を刺激する技術を取り込んだ4D化も⾒据える。
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• 空中ディスプレイは、何もない空中に2次元または3次元の映像を表示する装置。

（1）概要

経緯
（海外）
 1800年代後半より「ペッパーズゴースト」と呼ばれる視覚トリックを

応⽤した舞台装置が使⽤された。
⇒⽴体映像に⾒えても⽴体像ではない、⽴体的に⾒える⽅向が限

られてしまっている、光の当て⽅にも制限があるなどの難点。
 20世紀前半に、アメリカでは両眼視差式の3Dテレビが開発され

た。1980年代に液晶ディスプレイの開発が進み、薄型で⾼精細の
画像を表⽰できるようになると共に、3Dテレビの質も向上。

 1970年代後半よりスターウォーズなどのSF映画で話題を呼ぶ。
「ディスプレイの究極系」として研究が進む。

（日本）
 2010年に3Dの映画や3Dテレビが実⽤化された。

⇒メガネをかける煩わしさや、目の違和感から次第に下火に。
 2009年以降ボーカロイドコンサートなどで透過スクリーンを使⽤した

擬⽴体像が話題に。
⇒あくまでも⽴体像の⾒せかけ、インタラクションは不可。
 2016年以降、VR市場がHMDを使⽤としたゲームコンテンツ等に

より盛り上がりをみせ、AR技術を応⽤したポケモンGoも⼤流⾏。
⇒VR/ARの市場は拡⼤傾向にあるが2眼式が中心。目の疲労感

や違和感の無い「裸眼式」の開発が望まれる。

偽⽴体像⇒本物の⽴体像へ
2眼式⇒裸眼式へ

分類

出所︓富士経済「2017 空中表⽰技術と構成部材市場の将来展望」
プレスリリースを基に矢野経済研究所作成

• 空中ディスプレイはその呼び⽅、定義、技術の種類において、研
究者により⾒解が異なる。

• 本調査では、空中ディスプレイは何もない空中に2次元または3
次元の映像を表⽰する装置と定義付け、AIプレート、再帰反
射シート、DCRA、アイリス面型、ホログラム等の技術に着目し
た。

空中ディスプレイの世界市場規模推移
(数量/台）

技術 2016年 2018年 2020年 2022年 2025年
数量 2 70 700 2200 4000
前年⽐ - 300% 269% 163% 182%
数量 51 1215 6100 13000 24000
前年⽐ - 405% 169% 143% 184%
数量 0 180 2300 7500 18500
前年⽐ - 360% 328% 183% 247%
数量 0 0 0 0 30
前年⽐ - - - - -
数量 0 0 6 7 13
前年⽐ - - 200 116.7 185.7
数量 53 1465 9106 22707 46543
前年⽐ - 411% 199% 156% 205%

AI　プレート

再帰反射シート

DCRA

ホログラム

プラスマ発光

合計
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（2）各種技術 -AIプレート
（仕組み・特徴）
AIプレート(ASUKA3D)とはアスカネットが考案した空中

表⽰技術の商標名。アスカネットが特許を有する製品で
あり、同社のみが供給している。

２面直⾏リフレクタアレイの仕組みを持つ。
光源からの光がAIプレートを再帰性透過することでAIプ

レートと面対称に像が結ばれる。

企業名 動向

アスカネット 国内の使⽤が主流であるが、ガラス製に代わ
る樹脂製の量産体制による市場拡⼤を目指
す。

NECと共同でAIplay(センサ付き）非接触
サイネージを開発。無⼈ホテルなどで使⽤。

2019年、PCにつなげるだけで空中映像が浮
かぶサブモニターデバイスを上市。

結像性能が要求される⽤途ではガラス製が
優先されるが、量産性を優先する場合は樹
脂製品が優先される⾒込み。

（課題・今後の展開）
 「AIプレート」はまだ⾼価。ガラス製は量産化され

ておらず、歩留りが⾼くない。
デバイスは開発されても、どのような⽤途で使えば

いいのかわからないといった声も聞かれる。
⽤途が分かりやすいデバイスの開発を目指す。
デジタルサイネージ⽤途を中心に採⽤拡⼤が⾒

込まれる。

出所︓アスカネット資料より抜粋
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（2）各種技術 -再帰反射シート
（仕組み・特徴）
再帰反射シートは、シート状に光の入射角と出射角が等しい再

帰反射性を⽰す光学パターンが形成されたシート。
光源からビームスプリッターに入射した光の⼀部が反射し、再帰

反射シートに入射する。再帰反射シートに入射した光が再帰反
射し、ビームスプリッタに入射した⼀部の光が透過した光源と面対
称の位置に結像。

再帰反射シートとハーフミラーを⽤いた⽅式をAIRR、再帰反射
シートと反射型偏光板を⽤いた⽅式をpAIRRと呼ぶ。

企業名 動向

⽇本カーバイト 再帰反射は⽇本カーバイト工業が2016年
時点で100%のシェア。同技術の先駆者で
ある宇都宮⼤と積極的に研究・開発を⾏う。

鏡面反射タイププリズム型再帰反射シート
「Nikkalite RF-Aシリーズ」を上市。

 2019年現在も国内の使⽤が主流であり、
三菱電機と共同で通りぬけ可能な⼤型モニ
ターの試作に成功。

（課題・今後の展開）
再帰反射する光の広がりを抑え空中像をはっきり

とさせるように、指向性に優れたものが要望され
る。

 AIRRはLEDを光源とし、それほど⾼画質が求め
られない⽤途が主体となると予想。

 pAIRRはLCDパネルを光源とし、⾼画質や⾼輝
度が求められる⽤途が主体となるものとみられる。

ホビーゲーム機器に加え、サインディスプレイの⽤
途としてアミューズメント・レジャー、⼩売り、eコ
マース等での使⽤が⾒込まれる。

出所︓⽇本カーバイト資料より抜粋
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（2）各種技術 -DCRA
（仕組み・特徴）
 直⾏する2面の平面鏡を⼀定間隔で平面に配置した構造の

光学素子。DCRAは2面コーナーリフレクタアレイとも呼ばれる。
 DCRAへ入射した光は、DCRA平面上から⾒ると直⾏する2面

の平面鏡を2回反射することで再帰反射する。
 DCRA側面から⾒ると光源からの光はDCRA平面の面対称位

置に集光する。この再帰性透過が各2面平面鏡で起こることで
DCRA平面の面対称に像が結ばれる。

企業名 動向

パリティ・イ
ノベーションズ

パリティ・イノベーションズが同技術をつかった
「パリティミラー」を開発。

 DCRA基板を電鋳(でんちゅう）で製造した
が、コストが非常に⾼く、ナノインプリント技術
により試みたところ、⾼精度を保つことができた。
しかし、市場向けにはいまだハイコストの為安
価の製造⽅法を模索している。

（課題・今後の展開）
 DCRAを空中表⽰に⽤いる場合、非常に⾼い

精度の製造が求められる。
試作品はCEATECなど展⽰会で⾒かけるが、商

品化には至っていない。
量産化し、低価格化が進むことで、ホビー・ゲーム

や家電⽤途を中心にインタラクティブディバイスの
採⽤拡⼤が⾒込まれる。

出所︓パリティイノベーションズ資料より抜粋
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（2）各種技術 –アイリス面型
（仕組み・特徴）
 表⽰デバイスに表⽰された画像は複数のレンズを通り空中像を

形成する。
 視点、視野範囲を限定し、プライバシー性に優れる。
 外光下の影響を受けにくく、明るい場所でもコントラストの低下

が無い。
 光学レンズによる実像を空中に形成、他⽅式に⽐べて解像度

低下がない。

企業名 動向

リョーサン 現状ではレンズにガラスが⽤いられているが、
プラスチックレンズによる開発が進められている。

 2017年の展⽰会にて「空中結像ディスプレ
イⅡ」を展⽰。

 2018年には商品化が期待されていたが、
2019年現在、販売は開始されていない。

（課題・今後の展開）
現時点で、アイリス面型に関する詳細は不明。
のぞき⾒を避けたいセキュリティやパーソナルユース

での採⽤が想定される。
商品化を目指し研究・開発が進められているもの

とみられる。

出所︓リョーサン資料より抜粋
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（2）各種技術 –ホログラム
（仕組み・特徴）
 ⽴体像＝ホログラムと世間が認知しているが、空中ディスプレイにおけるホ

ログラムとは光を記録・再⽣する媒体のことである。
 ホログラフィは、光の⼲渉を利⽤して物体光を⼲渉縞として記録し、回折

を利⽤して物体を再⽣させる技術を指す。
 空間光変調器(SLM)は空間的・時間的に光の振幅や位相を変調する

為に使⽤するデバイス。ホログラム映像の表⽰は主に液晶を⽤いた⽅式が
主流。液晶に電圧をかけて、光の位相、偏光を効果的に変更してホログ
ラム映像を作り出している。

（課題・今後の展開）
 現在は国内外の⼤学や研究機関でホログラフィ開発・研

究を⾏うが、商品化には時間がかかる⾒込み。
 ホログラムディスプレイは、空間光変調器（SLM）の解

像度不⾜から実⽤的な画面面積と視野角両⽴が難し
い。

 ピクセルピッチの狭⼩化が必要であるが、液晶素子ではマ
イクロメートルレベルのピクセルサイズを作り出すことに限界
がある。

 莫⼤な導入コストを許容できる、⽤途開拓が必要。
 ホログラムプリンターの開発が先にすすむ模様。ホログラム

ディスプレイの製品化にはディスプレイメーカーが有⼒視さ
れている。

出所︓東京農工⼤学/⾼木研究室ホームページより抜粋

⼤学・企業名 動向
⽇本⼤学

東京農工⼤

情報通信研究機構

ドイツ See Real 
Technologies

韓国 Samsung Display,

韓国 ETRI

アメリカ Cambridge⼤学

 ホログラフィック3次元テレビジョンについて研究。ホ
ログラムプリンターに注⼒。

 ⽔平⾛査型ホログラフィーや解像度変換を利⽤し
たホログラム表⽰モジュールを研究。

 2014年からHOPTECHプロジェクトを開始。
 プロジェクション型ホログラフィック３Ｄ映像技術とホ

ログラムプリンタを開発・研究。
 holographic 3D (H3D) system を開発20

型3Dディスプレイを試作。商⽤化に向けパートナー
を探している。

 2016年展⽰会でホログラフィックディスプレイを公
開。

 2015年にフルカラー視聴可能なホログラフィック技
術の開発に成功。2017年には相転移物を利⽤
し超⾼解像度のピクセルを具現。

 2012年にカーボンナノチューブを散乱素子に⽤い
た技術を開発。ホログラム⽤の画素では最⼩。
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（2）各種技術 –ライトフィールドディスプレイ
（仕組み・特徴）
 光を位置と⽅向を持つ光線空間として再現。光線再⽣⽅式と

も呼ばれる
 1980年にリップマンが発表したインテグラルフォトグラフィの⼿法

を基に発展。
 実現⼿法としては、LCD(液晶)パネルなどの2Dディスプレイに

光学素子を組み合わせ、光に指向性を与える⼿法と、複数枚
のLCDパネルで複数の光線を再現する⽅法がある。

（課題・今後の展開）
２Dより2-3桁低い解像度である。解像度をあげ

れば視域が狭くなり、視域を拡げれば解像度が
低くなる。

光線を再現する為、静止画が主になる。動画再
⽣は技術的にハードルが⾼い。

デスクトップ型の開発例もあり、ホビー・ゲームの分
野で普及が期待される。

出所︓NHK資料より抜粋

企業名 動向

NHKメディア
テクノロジー
ジャパンディス
プレイ

韓国
Samsung 
Display
その他

NHKは1990年代から研究開発を進めている。
2015年にはテーブルトップ型の「fVisiOn」も展
⽰会で発表。

2017年「17型 8K ライトフィールドディスプレイ」
を開発。構造は非公表。

2016年の展⽰会でライトフィールドディスプレイを
発表。10.1インチ8Kディスプレイを使⽤。

Microsoft社、HP社、海外のベンチャー企業で
も研究を個なっている。⽇本では東京農工⼤、
法政⼤、名古屋⼤でも研究開発を⾏っている。
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（2）各種技術 –レーザープラズマ
（仕組み・特徴）
 レーザ光の焦点でプラズマ発光させることで空間的に⽴体画像

を描画。
 レーザーの種類は赤外線パルスレーザービームを使い、光学系

レンズを⽤いて絞り込み、任意の空中の1点に集光させる。その
後、空気分子にエネルギーを吸収させイオン化、イオン化した空
気分子はすぐに元の状態に戻ろうとし、再結合する際に「プラズ
マ発光」に、それをドットとして多数出現させ、残像も利⽤し静
止画や動画を空中表⽰させる。

企業名 動向
Burton  2014年に⼩型軽量化を実現、⾃動⾞によ

るデモを実地。⾃動⾞のルーフから2-3mの
⾼さ、3-4ｍ四⽅のスペースで空中像を描写。

 2015年に総務省、NTTと共同で⾼さ
5.5mの防災⽤矢印や情報掲⽰装置を「国
連防災世界会議」にて発表。

（課題・今後の展開）
試作段階。
輝度は⾼く360度の鑑賞が可能だが画質が粗く、

カラー化が難しい。
 プラズマ発光の際のバチバチ音が発⽣。
 ドット数が500以上で1億円/台と⾼額。ドット数

を減らしても1000万円程度と⾼額。
 ライブイベントや防災⽤途での採⽤に期待。

出所︓Burton資料より抜粋

-174-



（2）各種技術 –プロペラ方式（偽⽴体）
（仕組み・特徴）
 プロペラ型空中ディスプレイ技術はLEDスティックが扇風機のように⾼速で回転し、⽴体感のある映像を浮かび上がらせる。
 サイネージ投影機と、制御を⾏うプラットフォームの２つから成る。複数台のプロジェクションユニットの連携で⼤きな画像を構成も可能。
 インパクトのある新しいサイネージの形として、中国やイギリスのベンチャー企業が開発。
 実際は触れることのできない偽⽴体像であるものの、⽐較的安価で簡単な設置⽅法という観点から、普及が予測される。

（課題・今後の展開）
海外では、街の街頭広告やコンサート会場で使

⽤が広がる。
偽⽴体像を⽴体像に変えることはデバイスの構

造上難しい。しかし、映像のクオリティは⾼く、安
価で使い⽅も分かりやすいため、接触が不要なサ
イネージ⽤途での使⽤においては効果的である。

企業名 動向

イギリス
Kinomo

中国
DSEE.Lab

Kino-mo社は、2012年に設⽴されたロンドンに
あるスタートアップ会社。
2017年/2018年のCEATECでプロペラ型ディス
プレイHypervsnが展⽰された。
2サイズ（M︓直径56cm L︓直径75cm）
世界80ヶ国で導入している。コカコーラやマクドナル
ドといった⼩売店舗へ導入。

Kinomoとほぼ同時期に、江蘇省南京市東南⼤
学の工学系⼤学院を卒業した学⽣たちが⽴ち
あげたスタートアップ企業。
北米、ドイツ、シンガポールに支社を設⽴、ファストフード、宝
飾品、不動産などのディスプレイとして活⽤されている。
プロペラは毎分2500回転する。
⽻のサイズは50cmで５ｍx5mの画像を表⽰できる。価格
は約6万。100cm,150cmの3サイズ。
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（2）各種技術 –ハプティクス
（仕組み・特徴）
 ハプティクス（Haptics）とは、「利⽤者に⼒、振動、動きなどを与えることで⽪膚感覚フィードバックを得る技術」であると

国際ハプティクス学会で定義されている。
 像に触れた際、⼒、振動、動きなどを与えることで⽪膚感覚フィードバックを得る「ハプティクス」の研究も注目されている

（五感における情報量の割合では、視覚が87％、聴覚が7％、触覚３％、嗅覚２％）。
 ハプティクス技術には1940年代からの⻑い歴史があり、振動をつかった⼿法はすでにゲームコントローラーやスマートフォン

でも利⽤されている。三次元空間における触覚技術は超音波など⼒学を使⽤。

（課題・今後の展開）
現在はVR等向けのデバイスに触れ、振動により

⽪膚感覚フィードバックを得る⼿法が多い。
空中ディスプレイ⽤のハプティクス技術はまだ研究

段階。
 まずは触覚の標準化、触覚の基礎的研究が必

要。
将来は視覚・聴覚に加え、触覚・嗅覚を刺激す

る技術を取り込んだ4D化も⾒据え、研究・開発
に期待。

⼤学・企業名 動向
イギリス
ウルトラハプティクス
社

宇都宮⼤学
東京⼤学

凸版印刷

筑波⼤

 ブリストル⼤学発のベンチャー企業、超音波を利⽤した
ハプティクス技術のIP提供を事業としている。

 ドイツ Boschは⾞のインパネ部分に試験的に採⽤。
 2018年アスカネットとATMを試作。
 2017/2018年映画ポスターに同技術を使⽤。

 赤外線を使った温度刺激による触覚技術を研究中。
 2015年に視聴覚クローン装置を発表。隣り合って離

れた2⼈が触覚情報と視覚情報を3Dクローンによって
空中でインタラクションするシステム。アスカネットや新光
商事と共同で研究開発。

 2019年村田製作所と共同開発した、触れることので
きる（ハプティクス）ホログラムを展⽰。⽤途はこれから
検討するという段階。

 落合教授らが2015年にFairy Lights in 
Femtosecondsを発表。数センチサイズのディスプレイ。
レーザーで空気分子をプラズマ化することで触った際に
触覚を与える。
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19. スマートグラス



（想定される市場形成シナリオ）
 スマートグラス市場のポテンシャルは⾼いものの、黎明期にあり、市場へ浸透するまで2-3年かかるとの⾒⽅が主流。実際、現在の市場浸透は期

待したほどには進んでおらず、参入メーカーも導入の⾒込みやすいインダストリアルユースにフォーカスする動きが顕著である。
 その原因としてはHW、MW、アプリなどでメーカー（デバイス）とユーザー間の⼤きなギャップが挙げられる。特に技術面での課題は⼤きい。
 しかし、技術的なアップグレードが進めば、xRとの親和性の⾼さから、PC、スマホとの使い分けの中で、コンシューマー向けにも相応に浸透するもの

とみられ、中⻑期的には、スマートコミュニティ社会を支える、身に着ける情報端末として普及すると予測される。
 GAFAMがスマートグラスに本腰を入れ出しているのはその証し。中国勢の動きも加速する中、⽇本企業の出遅れを指摘する声も聞かれる。

調査総括
調査スコープ

 スマートグラスの定義（機能、性能）、市場形成のシナリオについて調査。

（概要）
 スマートグラスとは、メガネタイプのレンズを通して映像やデータを現実

世界に重ねて表⽰させるAR（拡張現実）を体験することができる
デバイスのことで、ARグラスなどとも呼ばれる

 「ヘッドマウンテンディスプレイ」は視覚的、聴覚的に没入するための
VR（仮想現実）を実現するもので、ゲームやエンターテイメント等
で多く使⽤される、頭からかぶるタイプのものが多い。

 Microsoft Hololensに代表される、ARとVRをかけあわせた
MR(複合現実)を実現するデバイスも出てきている。

（主要プレーヤーの動向）
 GoogleはGoogleGlassを2012年に⼀般向け発売したが、市場は

伸びず、2015年に販売終了。企業向けのEnterprise Editionは
2014年から開発。Enterprise Edition2を2019年より発売開始。

 Microsoftは2016年にHololensを発売。⼤⼿⾃動⾞メーカーの設
計やエンジニアリング、アメリカ海軍などで採⽤。Hololens２も2019年
に発売開始。⾃社及び協⼒パートナーとソフトウェアを提供している。

 Vuzixは2017年にARスマートグラスM300を発売。2018年には
Blade、2019年にはM500を発売開始している。Vuzixはソフトウェア
を作成せず、パートナーとの協⼒体制を敷く。

 国内では、Epsonやサン電子が製品化し、市場開拓を⾏っている。

（期待される⽤途）
 まずは企業、特にインフラや製造業における現場作業者の支援や「遠隔操作」等を実現する⽤途への展開が先⾏している。
 例えば、リアルタイムに遠隔地の支援者と映像、音声を共有することで作業の効率化や⼈⼿不⾜を補うような使い⽅が挙げられる。
 将来的には医療、教育、スポーツ、防衛⽤途などでも使⽤拡⼤が期待される。
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（1）概要
 スマートグラスとはメガネタイプのレンズを通して映像やデータを現実世界に重ねて表⽰させるAR（拡張現実）を体験することができるデバイ

ス。別名ARグラスなどとも呼ばれる。ポケモンGo等がAR体験の具体例として知られている。
 ⼀⽅、「ヘッドマウンテンディスプレイ」は視覚的、聴覚的に没入するためのVR（仮想現実）を実現するもので、ゲームやエンターテイメント等

で多く使⽤される、頭からかぶるタイプのものが多い。
 Microsoft Hololensに代表される、ARとVRをかけあわせたMR(複合現実)を実現するデバイスも出てきている。

 スマートグラスは片目タイプと両目タイプがあり、機能性は同等であるが、その⽤途は⼤きく異なる。
 片目タイプは資料など⼩さな表⽰ではあるものの、その分視野が広く、⼿元の様子が⾒やすいというメリットがある。資料よりも⼿元の作業の

様子などをしっかり確認したい場合は片目タイプが使われており、フィールドサービス事業にかかわる企業は片目タイプを多く使⽤している。また、
両目タイプに⽐べてコンパクトで軽量な場合が多く、扱いやすいという特⻑もある。

 ⼀⽅で、両目タイプは画面の表⽰範囲が広い。両目タイプは映像や資料が目の前に⼤きく表れるので、それらの画面が⾒やすく、今後個⼈
⽤には両目タイプが広がっていくとの⾒解が強い。

出所︓ソニー、マイクロソフト等のホームページより抜粋 -179-



（2）市場概況
 調査会社IDC Japanでは、AR（拡張現実）/VR（仮想現実）ヘッドセットの国内および世界出荷台数と今後の市場予測を発表して

いる。2017年の世界出荷台数は836万台で、前年⽐9.1％の減少となったが、2018年は再度成⻑に転じ、出荷台数は前年⽐48.5％
増の1,242万台となる⾒通し。2017年〜2021年の年間平均成⻑率（CAGR）は52.5％と予想している。
 トレーニング、コラボレーション、デザイン、セールス、その他多数のユースケースを推進する⽅法としてVRに着目する企業の数は勢いを増している。
 ARのユースケースもまた、次世代のハードウェア、ソフトウェアおよびサービスの登場で増加。ARはハンズフリー技術を必要とする製造ライン従事者での

活⽤が進むと予測。
 ⼀⽅、コンシューマー向け分野では「VRゲーム、VRビデオ/機能表⽰、ARゲーム」が主なユースケース。その他、実験室および実習⽤のAR、公共イン

フラ整備⽤のARおよび診断⽤途のARを挙げている。
 世界のAR/VRのハードウェア、ソフトウェアおよび関連サービスを合計した支出額は2018年の89億ドル（約9,600億円）から2019年は

168.5億ドル（約1.8兆円）に拡⼤、2023年には1,606.5億ドル（約17兆円）に達する⾒通し。
 ⽇本の2018年のAR/VR関連市場支出は12.9億ドル（約1,400億円）、2019年は17.8億ドル（約1,900億円）、そして2023年

は34.2億ドル（約3,700億円）の市場に成⻑すると予測している。
出所︓IDC Japanプレスリリース

*AR/VRのハードウェア、ソフトウェアおよび関連サービスを合計した支出額 出所︓IDC Japanプレスリリース

世界AR/VR関連市場 国内AR/VR関連市場

分野 2023年
（億米ドル）

2018年-2023年
年間平均成⻑率

流通・サービス 456.6 92.5%

コンシューマー 400 52.2%

製造・資源 361.1 97.3%

公的セクター 243.1 96.7%

インフラ 94.1 122.8%

⾦融 51.6 133.9%

計 1606.5 78.3%

分野 2023年
（億米ドル）

2018年-2023年
年間平均成⻑率

流通・サービス 11.6 18.5%

コンシューマー 10.8 32.1%

製造・資源 9.2 14.7%

公的セクター 2.1 32.1%

インフラ 0.2 31.9%

⾦融 0.18 76.3%

計 34.2 21.5%
-180-



出所︓フォーマルハウト・テクノ・ソリューションズ提供資料等

 スマートグラスを製造するメーカーは⽇本を含め世界に散在する。ソフトウェアで知られてきた企業、電子デバイスメー
カー、ベンチャー、スマートフォン関係企業など多岐にわたる。⼈の視界を完全に遮るVRと⽐較すると、シースルーで視
界を妨げないARの⽅が光学系が複雑である。それに伴って価格もARの⽅が⾼い。

（3）スマートグラスの形態及び構成要素

【主な構成部品】
※メーカー・機種によっても異なる

【スマートグラスの形態】
※マイクロソフト/Hololensの分解図

メインボード

光学エンジン

ディスプレイ

カメラ

各種センサー

バッテリー

フレーム・デザイン

LED（OLED)

CPU
メモリー

ワイヤレスモジュール

PCB基板
コネクタ

電子部品
タッチパネル等

オーディオモジュール

プリズム・レンズ
導光路

その他
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出所︓フォーマルハウト・テクノ・ソリューションズ提供資料等

（4）構成部品等の比較
 主なVRデバイスとARデバイスの部品点数およびコストの⽐較を実施。その結果、AR機器2機種の間ではスタンドアーロ

ンのMicrosoft Hololensが投資部品数と推定原価の両⽅で最も値が⼤きかった。中でも、最も⾼額な部品はプロセッ
サで、光学系部品が最も⾼額であったSony PS VRおよびEpson Moverioとは⼤きく異なる。

 さらに、Microsoft Hololensだけがジェスチャー機能に要する部品として多数のセンサが搭載されていた。視界に⾃分の
指を持っていき、投影されるアイコンなどを押す動作を認識するには多数の精密なセンサが必要とされる。今後ともセンシ
ング機能がARの機能進化を牽引するとみられる。

（要素技術-ディスプレイ方式）
 MEMS（Micro Electrical Machine System）
極⼩サイズの可動ミラーに光を反射させ、その反射具合を調整する事で
細かなモザイクのような像を結ぶ。歴史が古く、確実な技術であるが、特
定の企業が特許を保有しているためライセンス料がかかる。全面から光と
ミラーに投射するため、光の往復が発⽣し、投射される光の⽅が反射光
より強いため、画面全体がやや⽩くなり、コントラストが落ちる傾向がある。
 液晶プロジェクタータイプ
背面から液晶パネルを照らし、その光をそのまま眼前に投影する。コント
ラストが良く、細かな物体まで良く⾒える。背面からのバックライトは光源
が発光ダイオード（LED）とはいえ、相当な熱を発する。普通のディスプ
レイでは壊れてしまうため、ガラス基材をケイ素にする必要があり、コスト
アップ要因となる。
 その他
富士通と東⼤の産学連携からスピンアウトしたQDレーザがレーザー網膜
⾛査技術を応⽤したスマートグラスを開発している。
レーザーの点光源の利便性と⾼コントラスト性を活かした光学エンジンを
実現できるため、これまで以上に⼩型、⾼輝度、視認性の⾼いスマート
グラスを提供できる可能性が⾼い。マイクロソフトもHololens2ではレー
ザースキャナー⽅式（RGBレーザをミラーで反射）に変更。
また、マイクロLED技術を次世代AR向けディスプレイに適⽤しようという
動きもある。（IMEC技術者がスピンオフ）
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 スマートグラス市場のポテンシャルは⾼いものの、黎明期にあり、市場へ浸透するまで
2-3年かかるとの⾒⽅が主流。

 スマートグラスは現段階では企業向けの製品が多く、特に通信系やエネルギー系の
フィールドサービス業（実際に現場に赴いてサービスを提供するエンジニア）における
作業場での負担を効率的に“軽減”させることを目的としている。また、会社全体でス
マートグラスを使⽤している企業は少なく、トライアル段階のところも多い。

 ⼀⽅で、今後は災害時の救護の際の通信⼿段や翻訳機能を活⽤したビジネスへの
注目が集まるものの、⽇本は海外と⽐べ浸透に時間が掛かる傾向にある。実際、現
場レベルでは興味を持ってはいるが、導入を決める上層部の理解がないために話が
進まないというパターンが多い。

 スマートグラス関連企業に対しても、導入を検討する企業からは導入例の掲⽰を多く
求められている。同業他社が導入を始めれば、⼀気に⾜並み揃えて普及する傾向も
ある為、海外より2年遅れくらいでARやVRの波が訪れる可能性がある。

 5Gの導入を前にスマートグラスに対する注目度が⾼まっているのは確かである。５G
対応のアプリ開発が進めばハード面のニーズも変わっていくとみられる。ただ、個⼈向け
のAR導入にはまだ時間がかかるとの⾒⽅が強い。

（5）今後の⾒通し
国内スマートグラス関連企業の⾒方

 コンシューマー向けは“IF”ではなく、“When”という認識。
 スマートグラスは“次世代コンピュータのプラットフォーム”の⼀部をなす重要パートという

位置付け。将来、5Gやインテリジェントクラウド、インテリジェントエッジ等との組み合わ
せの中で、スマートグラスの裾の広い⽤途が形成されると期待している。

 スマホの画面の⼤きさには限界がある。スマートグラスは5G通信で画面サイズを意識
させない⼤きなディスプレイの提供実現が可能である。

 xRとの親和性の⾼さから、PC、スマホとの使い分けの中で、コンシューマー向けにも相応に浸透。
 中⻑期的には、スマートコミュニティ社会を支える、身に着ける情報端末として普及すると予測される。
 （少なくとも⼤手企業は）そこまで⾒据えなければ、ビジネス的に成⽴しない。

技術面での⼤きな課題
 実際のところ、現在の市場浸透率は低い状況。その原因

としてはHW、MW、アプリなどでメーカー（デバイス）と
ユーザー間に⼤きなギャップ。

 そのほか、エッジ〜クラウドのどこで負荷を掛けるか、
OS,SDKなどのプラットフォームや開発環境の共通化、
ユーザビリティやインターフェースなど使う側の利便性向上な
どにも⼤きな課題。

 特に性能面での技術向上は必須。⾼輝度化
（2000cd/m2）、⼩型軽量化（50ｇ以下）、ユー
ザーの動きに対応できる広いアイボックスや適切なFOVと
視野角、バッテリー持続時間（8時間以上）など、現⾏
デバイスのスペックとの開きは⼩さくない。

 さらには、応答性に優れ、入⼒誤差の少ないインターフェー
ス、視差やフォーカス調整などの機能が⽤途によっては求め
られる。

Google, Amazon, Facebookが本腰を入
れて準備を進めている。
※「Google Glass 3」、「Amazon Echo Frame」等を2019
年に入り相次いで発表。ただし、Appleからはまだ正式な発表は
出ていない。
中国勢も動きを加速化。
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20. PAN系炭素繊維



（懸念・リスク・課題と必要な取り組み）
 炭素繊維は中国の産業振興策「中国製造2025」において重要な新材料として位置づけられており、近年は国を挙げた産業育成の取り組みがなされて

いる。⼤⼿炭素繊維メーカーによる積極的な設備投資を背景に、炭素繊維や中間基材への世界的な価格低下圧⼒が⾼まる可能性がある。
 ⽇本勢3社と中国等の新興メーカーとの間には技術格差があり、今後も⾼機能グレードや新たな成形技術の開発への継続的な取り組みが不可⽋。なか

でも、⾃動⾞分野における普及⾞への炭素繊維の適⽤は永遠のテーマといえる。
 世界的な環境規制の強化を背景に、各国のOEMはパワートレインの電動化、および⾞体の軽量化に取り組んでいる。⾞体の軽量化を図る際の素材利

⽤の⽅向性としては、①基幹素材である鉄の改良（ウルトラハイテン等）に加え、②非鉄⾦属化、③樹脂化、④新素材化といった鉄からの置き換えが
ある。さらに、こうした軽量材料を適材適所に使うマルチマテリアル化の取り組みが進むと予想されている。

 こうしたマルチマテリアル化の波に対応するためにも、⽣産性や抵コスト化への取り組みが重要性を増してくるであろう。

調査総括
調査スコープ

 PAN系炭素繊維の現状、将来の⾒通し
 PAN系炭素繊維に係るサプライチェーン

（現状）
 PAN系炭素繊維の世界市場規模は2018年時点でおよそ8万トン。
 航空機︓主翼・胴体を中心に機体構造重量の約50％がCFRPとなっ

ている機種もある。
 風⼒発電︓ブレードの⼤型化により炭素繊維使⽤量が増加傾向。
 圧⼒容器︓天然ガス・燃料電池⾃動⾞の燃料貯蔵タンクなどで採⽤

が拡⼤。
 ⾃動⾞︓スポーツカー・⾼級⾞への採⽤が中心。
 スポーツ︓ゴルフシャフト、釣竿、バトミントン・テニスラケットなど幅広い

⽤途で採⽤が進む。

（将来の⾒通し）
 2023年まで5〜10%の成⻑率で推移していくと予想。
 航空機︓ジェット旅客機の運航機数増加が炭素繊維市場の追い風。
 風⼒発電ブレード︓風⼒発電の世界導入量が堅調に推移し、炭素

繊維の需要拡⼤に貢献。
 圧⼒容器︓環境規制強化への対応として天然ガス・燃料電池⾃動

⾞が普及し、炭素繊維へのニーズが広がる。
 ⾃動⾞︓熱可塑性CFRP（CFRTP）及びその成形技術の開発が

需要拡⼤のカギを握る。
 スポーツ︓炭素繊維の機能が評価され、需要は底堅く推移。

（サプライチェーン）
 航空機分野では東レ、帝⼈が⼤⼿航空機メーカーと⻑期供給契約を締結。⾃動⾞分野は炭素繊維メーカーとOEMのアライアンスが減少へ。
 東レ、帝⼈、三菱ケミカルの3社は中間基材・CFRPメーカーの買収を進め、原料から成形品までの垂直統合型ビジネスを展開。また、⽇本のみならず欧

米の企業を傘下に収めながらグローバルなサプライチェーン網を構築している。
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（1）市場の状況、今後の⾒通し
• PAN系炭素繊維の世界市場規模は、2018年時点でおよそ8万t。今後も航空機や風⼒発電、圧⼒容器向けなどの

需要が牽引し、2023年までは5〜10%の成⻑率で推移していくものと予想される。

需要分野 現状 ⾒通し

航空機 燃費効率向上に貢献する軽量化を目的に、エアバス
350やボーイング787では主翼・胴体を中心に機体構
造重量の約50％がCFRPとなっている。

2018-2038年の航空旅客需要（PPKベース）のCAGR
は4.4%、ジェット旅客機の運航機数も順調に増えていくと
予測される。その結果、炭素繊維市場も堅調な成⻑が⾒
込まれる。
※出所︓⼀般財団法⼈ ⽇本航空機開発協会「⺠間航空機に関す
る市場予測２０１９－２０３８」

風⼒発電ブレード ブレードは当初オールGFRP製であったが、ブレードの軽
量化やたわみ防止（剛性向上）を目的に桁材への
CFRPの採⽤が拡⼤。近年は発電効率向上を目指し
たブレードの⼤型化が進展し、炭素繊維使⽤量も増加
傾向にある。

2023年まで毎年55GW超の風⼒発電が世界で新たに導
入されるものと予想されており、炭素繊維の需要拡⼤が続く
と考えられる。
※出所︓Global Wind Energy Council（GWEC）「GLOBAL 
WIND REPORT 2018」

圧⼒容器 天然ガス・燃料電池⾃動⾞の燃料貯蔵タンク、インフラ
としての天然ガス輸送⽤や⽔素ステーション⽤タンク、消
防士の空気呼吸⽤酸素ボンベなどに⽤いられている。

環境規制強化への対応として天然ガス・燃料電池⾃動⾞
の普及が進む。なかでも、燃料電池⾃動⾞向けが炭素繊
維の需要を牽引するであろう。

⾃動⾞ スポーツカー・⾼級⾞への採⽤が中心であるが、⽣産性
向上を目指した中間基材の速硬化、成形技術の開発
等が進展している。

CFRPは⾞体軽量化を実現する切り札として期待されており、
欧州ではマルチマテリアル化の検討も進んでいる。
⾼級⾞へのさらなる採⽤拡⼤と普及⾞への適⽤のためには、
熱可塑性CFRP（CFRTP）、及びその成形技術の開発が
カギを握る。

スポーツ ゴルフシャフト、釣竿、バトミントン・テニスラケット、⾃転
⾞フレーム、ホッケースティック、スキー板、スノーボードな
ど幅広い⽤途で使⽤されている。

炭素繊維は各種スポーツ⽤品の軽量化や⾼強度化、⾼弾
性化のために必要不可⽋な素材として認知されており、今
後も需要は底堅く推移していくものと予想される。

（出所）各種資料より矢野経済研究所作成
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（2）PAN系炭素繊維の生産能⼒シェア
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51.9%
33.1%

9.9%

5.1%

東レ（Zoltek）

SGL

三菱ケミカル

吉林精功炭繊維

• PAN系炭素繊維にはフィラメント数が24,000本以上のレギュラートウ（RT）、40,000本以上のラージトウ（LT）がある。世界⽣産能
⼒はRTが約105,000t/年、⽇本企業3社（東レ・帝⼈・三菱ケミカル）のシェアはおよそ50%となっている。LTは約39,000t/年、⽇本
企業（東レ・Zoltek、三菱ケミカル）のシェアはおよそ60%である。

レギュラートウ（RT） ラージトウ（LT）

密度 g/cm3
繊維径  ミクロン 

引張り弾性率 GPa
引張り強度 GPa
熱伝導率 W/m・K

24,000本以上 40,000本以上
機械的特性に優れ、⾼品位 機械的特性、品位に劣るが低コスト

フィラメント焼成、⿊鉛化率︓99.99％ トウ焼成、⿊鉛化率︓70％
炭素繊維⽤特殊アクリル繊維

(プリカーサー)
⾐料⽤アクリルトウ繊維

（⾐料⽤アクリルトウ繊維設備転⽤で製造）
航空機、⼈工衛星、ゴルフ⽤シャフト、

釣竿、テニスラケット等 風⾞や⾃動⾞等の材料など産業⽤途

約105,000t/年 約39,000t/年

原料

アプリケーション

世界生産能⼒

230〜650
3.5〜6.5
10〜11

フィラメント数
特徴
焼成

1.8〜2.0
5〜7

原料

PAN系炭素繊維（RT）の⽣産能⼒シェア

PAN系炭素繊維の種類特徴及び⽤途

PAN系炭素繊維（LT）の⽣産能⼒シェア
（出所）各種資料より矢野経済研究所作成

28.0%

11.1%

9.7%9.1%
8.4%3.3%

3.5%

1.9%

25.0%

東レ

帝人

三菱ケミカル

Hexcel

Formosa Plastics

Solvay

Dow Aksa

Hyosung



（3）日本企業の動向（東レ株式会社）
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グループ⽣産体制

M&A及び設備投資

地域 プリカーサー 炭素繊維 中間基材
（ﾌﾟﾘﾌﾟﾚｸﾞ・織物・SMC） 成形品

石川工場 滋賀・名古屋事業場

創和テキスタイル、⼀村産業※出資 東レ・カーボンマジック

アジア Toray Advanced Materials Korea
（韓） 東レ・カーボンマジック　（タイ）

Delta-Preg（イタリア） ACE Advanced Composite
Engineering（ドイツ）※出資

Composite Materials (イタリア) Euro Advanced Carbon Fiber
Composites（ドイツ）

Toray Advanced Composites
（オランダ、イギリス）

Plasan Carbon Composites（米）
※出資

Toray Advanced Composites
（米2拠点）北米

Toray Composite Materials America（米）

愛媛工場

⽇本

Zoltek(メキシコ）

サカイ・コンポジット

Toray Carbon Fibers Europe（フランス）

Zoltek （ハンガリー）

欧州

ZOLTEC（米）

（出所）各種資料より矢野経済研究所作成

• 2018年にTenCate社を買収し、熱可塑性CFRP技術を取り込むとともに欧州サプライチェーンの強化を図った。さらに、
⾃動⾞構造体⽤途でのグローバルスタンダート化を目指し、子会社のZoltekがコストパフォーマンスに優れるLT設備の
増強を進めている。

時期 内容
2014年2月 炭素繊維メーカー（LT）のZoltek Companies, Inc.(米国ミズーリ州)を完全子会社化

2015年1月 イタリア・Saati S.p.A.の炭素繊維織物・プリプレグ事業を買収、同社が持つミラノ工場の引き継ぎComposite Materials (Italy) S.r.l.として事業開始

2015年9月 イタリアのプリプレグメーカーDelta Tech S.p.A（トスカーナ）の株式55％を取得し、同社と100％子会社Delta Preg S.p.A(アブルッツォ)を子会社化

2017年11月 ⾃動⾞エンジニアリング事業を⼿掛ける株式会社東京アールアンドデー（東京都千代田区）の株式11.7％を取得し、資本参加

2018年7月 オランダの炭素繊維複合材料メーカーであるTenCate Advanced Composites Holding B.V.（ニヴェアダル）を完全子会社化（2019年7月に
Toray Advanced Compositesに社名変更）。

2018年末 Zoltek Companies, Inc.のメキシコ工場（ハリスコ）で炭素繊維の⽣産能⼒を5千トン/年から1万トン/年に増強

2020年度初 Zoltek Companies, Inc.のハンガリー工場（ニュアルゲッシュウーイファロウ）で炭素繊維の⽣産能⼒を１万トン/年から1万5千トン/年強に増強予定



時期 内容

2017年1月 ⾃動⾞向け複合材料成形メーカーであるContinental Structural Plastics Holdings Corporation（米国ミシガン州）を完全子会社化

2018年3月 炭素繊維工場および運営会社としてTeijin Carbon Fibers, Inc.（米国サウスカロライナ州）を設⽴、2020年度中に工場稼働予定

2018年8月 ⾃動⾞向け複合材料成形メーカーのInapal Plasticos SA（ポルトガル ポルト）を完全子会社

2019年8月 航空・宇宙⽤途向けに⾼耐熱熱硬化プリプレグを製造・販売するRenegade Materials Corporation（米国オハイオ州）を完全子会社

2019年9月 ⾃動⾞向け複合材料成形メーカーのBenet Automotive s.r.o.（チェコ ムラダー・ボレスラフ）を完全子会社化

2019年秋 CSP Europe（フランス・メーヌ＝エ＝ロワール）に⽣産性、外観性、寸法・品質安定性に優れるGF-SMCの製造設備を新設

2020年2月 ⾃動⾞向け複合成形材料のデザイン・設計やプロトタイピング等の機能を担うTeijin Automotive Center Europe GmbH（ドイツ・ブッパタール）を設⽴予定

2020年度 CSP-Victallが中国・常州市の武進国際ハイテク工業区内に新工場を建設予定

2021年度 CSPが米国テキサス州で新工場の新設を計画、2019年10月着工

（出所）各種資料より矢野経済研究所作成

グループ⽣産体制

M&A及び設備投資

（3）日本企業の動向（帝人株式会社）
• 2017年のCSP社買収を⽪切りに川下分野でM&Aを積極化。複合材料部品メーカーとして⾃動⾞分野での存在感

を⾼めている。また、航空機向けでは中間基材（熱可塑性プリプレグ等）事業を強化している。

地域 プリカーサー 炭素繊維 中間基材
（ﾌﾟﾘﾌﾟﾚｸﾞ・織物・SMC） 成形品

揖斐川事業所（熱硬化）
松山事業所（熱可塑）

ジーエイチクラフト

アジア

Inapal Plasticos
（ポルトガル2拠点）
Benet Automotive

（チェコ3拠点）
Benet Automotive

（ドイツ）

Renegade Materials（米）

欧州

北米

Teijin Carbon Fibers
※2020年度商業⽣産開始予定

⽇本 三島事業所

Teijin Carbon Europe（旧Toho Tenax Europe、ドイツ）

CSP Victall（中国）

Continental Structural Plastics（ポルトガル2拠点）

Continental Structural Plastics（フランス）

Continental Structural Plastics（米11拠点）

Continental Structural Plastics（メキシコ2拠点）
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地域 プリカーサー 炭素繊維 中間基材
（ﾌﾟﾘﾌﾟﾚｸﾞ・織物・SMC） 成形品

チャレンヂ

MRC-SGLプレカーサー

TK Industries（独）

c-m-p（独）

C.P.C.（イタリア）※出資

Mitsubishi Chemical Carbon Fiber
and Composites（旧Grafil）

Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and
Composites（旧Newport Adhesives and

Composites）北米

愛知事業所（RT、SMC）⽇本

広島事業所（LT）

Aldila（米）

欧州
Wethje Carbon Composites（独、2拠点）

時期 内容

2016 年 9 月  Wethje Carbon Composites GmbH の工場敷地内（ドイツ バイエルン）にSMC中間基材の⽣産工場を新設

2017年3月 Mitsubishi Rayon Carbon Fiber and Composites Inc.（米国カリフォルニア州）が、CFコンポジット部品の設計・製造会社である Gemini Composites LLC
（米国ワシントン州）を買収

2017年4月 Mitsubishi Rayon Carbon Fiber and Composites Inc.（米国カリフォルニア州）が、SGL Groupにおける米国のCF製造拠点 SGL Carbon Fibers LLCを
子会社化

2017年9月 広島事業所（広島県⼤⽵市）でCF（ラージトウ）の年間⽣産能⼒を2,700tから3,900tに増強

2017年10月 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites GmbH（ドイツ・デュッセルドルフ）が、CFRP⾃動⾞部品製造販売会社であるC.P.C. SRL（イタリア・モ
デナ）の株式44%を取得

2020年2月 Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG（スイス チューリッヒ）が、炭素繊維プリプレグメーカーであるc-m-p GmbH（ドイツ ハインスベル
ク）を買収

2020年9月 C.P.C. SRLの隣接地にSMCの製造設備を新設予定

（出所）各種資料より矢野経済研究所作成

グループ⽣産体制

M&A及び設備投資

• 2020年にc-m-p社買収により、⽇米欧の世界三極でプリプレグの⽣産体制を確⽴。SMC製造設備の増強も進め、
⾃動⾞分野への展開を強化している。

（3）日本企業の動向（三菱ケミカル株式会社）



（4）中国企業の動向
• 中国では、吉林省や江蘇省が「中国製造2025」の国家級モデル地域に関する実施綱要を通達し、炭素繊維産業の育成に取り組んでい

る。最近では上海市⾦山区において上海石油石化を中心とするコンソーシアムが設⽴され、炭素繊維の⼀⼤集積地を目指している。
• 中国における炭素繊維の⽣産能⼒は2万t/年強（2019年末現在）。⼤⼿企業の中複神鷹、威海光威複合材料などは1万t/年規模

の設備増強を計画している。
炭素繊維関連企業の集積地

炭素繊維企業の⽣産体制

（出所）各種資料より矢野経済研究所作成

地域 概要

吉林省
2013 年から経済開発区において、吉林炭素繊維プラットフォームの建設が開始された。吉林化繊集団がアクリ
ル繊維からプリカーサ、炭素繊維（LT）、中間基材までのサプライチェーンを構築。⻑期的には炭素繊維の⽣
産能⼒を10万t/年規模とする計画。

江蘇省常州市 炭素繊維（RT）メーカーの中簡科技のほか、宏発縦横新材料（織物）、江蘇帝威新材料（織物・プリプレ
グ）などが集積。

上海市⾦山区 上海石油化工がプリカーサ2.4万t/年、炭素繊維（LT）1.2万t/年の⽣産体制を整備予定。⾦山区では川
下企業を誘致・育成し、2025年に100億元の産業規模にしていく計画。

企業 種類 ⽣産能⼒
（t/年） 備考

中複神鷹有限責任公司 RT 6,300 16,000t/年までの増強を計画（2022年）

江蘇恒神股份有限公司 RT 4,700

威海光威複合材料股份有限公司 RT 3,100 16,000t/年までの増強を計画（2021年）

蘭州藍星繊維有限公司 RT 1,800

中国石化上海石油化工股彬有限公司 RT 500 12,000t/年（LT）の新設を計画

中簡科技股份有限公司 RT 300 1,000t/年に増強中

吉林精功炭繊維有限公司 LT 2,000 プリカーサー︓吉林炭谷炭繊維（16,000t/年）

その他 - 2,000

20,700合計
-191-



（5）アライアンスの動向
• 航空機分野では東レ・帝⼈の2強が、ボーイングやエアバスとの⻑期供給契約を締結している。⼀⽅、⾃動⾞分野では

炭素繊維メーカーとOEMのアライアンスは減少傾向にある。

企業 内容

東レ 2014年頃にダイムラーがCFRP製造会社Euro Advanced Carbon Fiber Composites GmbHへの出資⽐率を⼤幅に引き下げ（現在は
東レ100%出資）。

帝⼈ GMとの共同開発を推進。2018年にはGMのピックアップトラック「GMCシエラ（Sierra）」の荷台構成部品（ピックアップボックス）に帝⼈の
CFRTP「セリーボ」が採⽤された。

SGL 2017年にBMWとの合弁事業を解消、BMWがドイツと米国にある合弁会社のSGLオートモーティブ・カーボンファイバーズ（SGL　ACF）の持分
株式（49%）をSGLに売却。

企業 時期 内容

2010年 EADSとエアバス向けを中心とする航空機⽤プリプレグの供給について、2025年までの15年にわたる⻑期供給基本契約を締結。

2014年 ボーイングとの間で「787」及び｢777X｣向けにプリプレグを供給する包括的⻑期供給契約を締結（2005年に締結した包括供給
契約をさらに10年以上延⻑）。

2015年 ブラジルのEmbraer S.A.との間で、リージョナルジェット機向けにプリプレグを供給する覚書を締結。（2018年にボーイングがエン
ブラエルの⼩型旅客機事業を買収）

2017年 フランスのSafranと航空機エンジン⽤途向けに使⽤する複合材(炭素繊維・プリプレグ等)について、2016年から10年にわたる⻑
期供給基本契約を締結。

2010年 EADSと「A350 XWB」などのエアバス機に炭素繊維複合素材を供給する⻑期契約を締結。

2019年 ⼀⽅向性プリプレグテープ（熱可塑性）がボーイングの認定を受け、2年以内に同社が展開する航空機の⼀次構造材向けに供
給を開始する予定。

2019年 2011年を初年度にカナダのボンバルディアと結んだ10年の炭素繊維供給契約を5年間（2025年まで）延⻑すると発表（エア
バスA220向け、ボンバルディアは2017年にエアバス傘下入り）。

三菱ケミカル 2015年 エアバスの「A320neo」⽤エンジンのファン構造部材に採⽤されたことを発表。

帝⼈

東レ

航空機分野

⾃動⾞分野

（出所）各種資料より矢野経済研究所作成
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