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IT・エレクトロニクス産業とは
～産業位置付けとＣＰＳ社会の到来～

情報社会からCPS/IoT社会へ

【ドイツ】

▶Ｉｎｄｕｓｔｒｙ 4.0
IoTを通じて、生産プロセスの上流から下流までが垂直
方向にネットワーク化されることにより、注文から出
荷までをリアルタイムで管理しバリューチェーンを結
ぶ「第 4 次産業革命」が生まれるという考え方の
「インダストリー4.0」戦略を推進。

【米国】

▶Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ（ＩＩＣ）
・GEを中心として設立された民間コンソーシアム。産
業分野へのIoT活用を目的とし、参画企業が共同で、実
際の工場や産業インフラを使用した実証実験を開始し
ており、生産性向上や、ソフトのダウンロードによる
工作機械の機能拡張などを目指す。
▶ AllSeen Alliance
・Qualcommを中心として設立され、一般消費者向け
の家電を有する多くの企業が参画。GEなどが手掛ける
産業向けとは異なり、消費者との連携を軸に、個人向
けIoTを中心に取り組む。

【日本】

▶経済産業省 産業構造審議会 情報経済小委員会「中間
とりまとめ」：制度整備、様々なプレイヤーが連携した推
進体制の整備、幅広い分野においてのユースケースの
創出、新たなビジネスモデルを支えるコアテクノロ
ジーの研究開発や、セキュリティ対策、人材育成の強
化といった主要な施策の方向性を示す。
▶ＪＥＩＴＡ「ＣＰＳ社会実装検討ＴＦ」
▶その他、各省庁、企業、業界団体等で対応 2

ＣＰＳ/ＩｏＴ社会の到来
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10年後の 街・社会のイメージ

出典：JEITAコンシューマエレクトロニクス業界が描く10年後の社会 4



10年後の オフィス・ワークのイメージ

出典：JEITAコンシューマエレクトロニクス業界が描く10年後の社会 5

産業と暮らしを元気にする CPS/ＩｏＴ

10年後の 家庭のイメージ

出典：JEITAコンシューマエレクトロニクス業界が描く10年後の社会
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10年後の 高齢者対応のイメージ

出典：JEITAコンシューマエレクトロニクス業界が描く10年後の社会 7

CPS/IoT社会に向けたサイバーセキュリティの強化

出典：KPMG, セキュリティサーベイ2013

サイバー攻撃の予防は取締役レベルで議論すべきか

経営レベルでのセキュリティに対する認識の低さ

IT人材の確保
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ITサービス企業 ユーザ企業

IT技術者の分布状況の日米比較

出典：経済産業省「ものづくり白書2015」

過去1年間にサイバー攻撃の試みを受けたことがあるか（業種別）

＜必要とされる人材像に基づいた試験創設＞
●情報セキュリティマネジメント人材
（情報セキュリティを利用者側の現場で管理する者）
●情報セキュリティスペシャリスト人材
（安全な情報システムを作る者）●民間企業における対策の促進

・サイバーセキュリティを確保するために、企業経営上行うべき事項
を明確化したガイドラインを策定する。また、サイバーセキュリティ確
保に向けた企業の取組に対する第三者評価を促進する。

＜日本再興戦略2015＞

日本では、ITサービス企業にIT技術者が集中

サイバーセキュリティ強化
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・スマホから、車・医療・農業・エネルギーなどあらゆる分野への製品供給を

通じて 世界の産業や暮らしを支える

・日系企業は世界生産額の約14.3％。中でもAV機器や電子部品のシェアが高い

出所：JEITA「電子情報産業の世界生産見通し」（2014年12月）、製品は各社HP

電子情報産業の世界生産額
284兆円

AV機器
21.4兆円

通信機器
52.1兆円

コンピュータおよび情報端末
49.5兆円

その他の電子機器
13.8兆円

電子部品・デバイス
70.9兆円

ITソリューション・サービス
76.4兆円

15%

31%

7%

18%

21%

8%

14.3%
（2014年見込ベース）

日系企業の
シェア

IT・エレクトロニクス産業の世界生産額／日系企業シェア
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市場規模及び日系企業売上高と世界シェア

出典：経済産業省（我が国企業の国際競争ポジションの定量的調査H26年)

電子機器
（18%、18.5兆円）

情報端末
30%、3.4兆円

サーバ機器機器
6%、2,800億円

AV機器
41%、6.3兆円

【ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ】
56%、4,139億円

【ｼﾘｺﾝｳｪﾊ】
66%、8,660億円

カーAVC機器
54%、1.1兆円

【 HDD（2.5ｲﾝﾁATA）】
43%、5,410億円

【ﾛｼﾞｯｸIC（MOS型）】
32%、2兆円

テレビ(液晶/PDP)
32%、2.9兆円

【MOS型ﾏｲｸﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀ】
9%、5,280億円

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ及び情報端末
16%、6.5兆円

通信機器
10%、3.3兆円

撮像機器（ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒ
ﾗ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ）
90%、1.4兆円

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ
6%、1.8兆円

PC
8%、1.4兆円

ﾉｰﾄﾌﾞｯｸ型PC
10%、1.2兆円

Mobile DRAM
20%、2,605億円

液晶ﾊﾟﾈﾙ
19%、1.6兆円

ﾘﾆｱIC
13%、4,800億円

液晶ＴＶ
23%、2兆円

記録型DVDDrive
75%、2,470億円
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輸送用機械器具製造業

電機・電子工業

主な産業の研究開発費（2013年度） 製造業合計11兆2,615億円

出所：総務省「平成26年度科学技術研究調査結果」（平成26年12月12日）をもとに作成

3兆3,430億円

（億円）

電機・電子工業

日本におけるIT・エレクトロニクス産業の位置付け

・IT・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ産業は、自動車と並び日本の雇用・輸出を支える
・「研究開発（Ｒ＆Ｄ）費」は、国内産業で 大規模↓
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コンデンサ

・電気を蓄え、電圧を安定
させる

・大容量化，小型化

抵抗器

・電流を調整し、一定の電
圧を取りだす

・小型化、鉛フリー化

コネクタ

・配線の接続
・薄型化，高速化

スイッチ

・電流の切り替え
・薄型化

電 源

・電圧の変換
・高効率化，省電力化

・ある周波数帯のみを通過
させたり、発振させる

・高周波化，複合機能化

高周波モジュール

電子部品

変換部品：音響部品、小型モータなど

電子部品は、①受動部品、②接続部品、③変換部品に大別される

様々な物理的情報を、求める別の媒体信号に変換する
部品

トランス、コイル

・電圧の高さを変換
・磁場にエネルギーを
蓄える

小型モータ

・電気エネルギーを機
械エネルギーに変換

・超小型化

・スピーカ
・マイクロフォン
・ヘッドホン

音響部品

電子部品の分類と役割

受動部品：抵抗、コンデンサ、コイル、トランスなど 外部からの指示により入出力の結果が決まるのではなく、
部品特有の性質を利用

接続部品：スイッチ、コネクタなど 電気を通し、回路間を接続し、あるいは出力として取り
出す部品

参考資料

太陽光発電用パワーコンディショナ

電気二重層キャパシタ

電子部品は、スマホやタブレット、自動車のＥＶ化やエネルギー産業全体
医用電子機器分野にいたるまで、活用される分野が拡大している

産業用機械

情報端末

• 安全、安心、技術革新医用電子機器

• 電気エネルギーへの転換（ＥＶ化）自動車

• 自然エネルギーへの転換新エネルギー

＊無線電力供給システム

電子部品が活用される幅広い分野

公共事業と街づくり
各種

センサの活用

センサはスマート社会の結節点

道路

トンネル 橋

水道・ガス
・
・

堤防
・
・

 公共建築物等の防災・減災の強化
 維持・管理の効率化

かつ 低コスト化

参考資料


