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はじめに

EMC ノイズ対策技術の重要性が一段と高まっています。デジタル機器における高速化、
高周波の利用の多様化などで、ノイズが社会的な問題に発展、各国はノイズに関する法規
制を強化する一方、業界ではノイズを出さない、ノイズに耐えられる製品の開発が定着化
しています。そうした中、自動車は快適、信頼性、安全などをキーワードに社内ネットワ
ークのノイズ対策を強化。スマホでは超小型ノイズ対策部品の開発が活発化しています。
自動車向けは電子制御装置（ECU）の搭載点数が増加、機器間を接続するためのインター
フェイスにおけるノイズ対策が必要不可欠です。重要性を増しているのは、自動運転に向
けたノイズ対策。ADAS の搭載が本格化しており、カメラ、レーダーなどの誤動作は許され
ないため強固な対策が求められています。中でも車載ネットワークのノイズ対策強化が求
められています。
スマホ向けは小さなボディに多くの機能が搭載されるようになり、部品の実装密度は高
まるばかりです。そのため、隣接部品間の電波干渉の対策を施すことが重要です。しかも
マルチバンド化するために利用周波数が複数化することから、より高度な対策が必要とな
っています。産業分野向けはモータ駆動、インバータの普及などによって対策の重要性が
一段と高まっています。そこでコモンモードチョークコイルの搭載が広がっています。
本レポートの第Ⅰ章では EMC・ノイズ対策市場の世界及び国内市場（日系メーカー）推
移予測・シェアなどを掲載しています。第Ⅱ章では、受動部品（電子部品）などの世界／
国内市場の推移予測、EMC・ノイズ対策デバイスの統計資料などを載せています。第Ⅲ章
では、EMC・ノイズ対策の技術動向と規格・規制について述べています。第Ⅳ章では、EMC・
ノイズ対策関連市場について、また第Ｖ章では 2015～19 年度までの関連メーカー取扱製
品、出荷金額推移予測、動向などについて編集されています。
弊社は本年、
創業 51 周年を向かえる市場調査・マーケティング会社です。
本レポートは、
専門の編集スタッフにより調査・編纂されております。調査レポートは、印刷タイプの他
に CD タイプなども用意しています。同シリーズは、新規参入を検討されている企業様を含
めた事業計画の立案、予備調査、事業計画書の作成・展開など幅広く活用されています。
令和元年 6 月 第１版
株式会社 日本エコノミックセンター 調査部
スマート・デバイスグループ
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第Ⅴ章 EMC･ノイズ対策関連メーカーの動向と展望（個票）
１．主要関連メーカーの動向と展望
会社名

〇〇〇〇 株式会社

本 社
会社概要
業績（連結）
売上構成
・EMC ノイズ対策関連製品
製品動向
生産拠点
研究／開発
担当／販売

EMC・ノイズ対策関連業績推移予測
2017 年度
2018 年度
業 績
（実 績）
（実 績）
総売上高
（対前年比）
製品売上高
（対前年比）
売上割合

2019 年度
（予 想）

（単位：百万円）
2020 年度
2021 年度
（予 測）
（予 測）

※日本エコノミックセンター推定を含む
EMC・ノイズ対策関連構成比率
ノイズ
‐%
フィルタ
製品割合
コイル/
- %
インダクタ
IT ソリューション／
情報・通信関連
需要分野
カーエレクトロニクス
販売割合

国内：%
海外：%

フェライトコア

- %

ノイズ
抑制シート※

- %

ビーズ（コア）

‐%

その他製品※

- %

- %

デジタル AV 機器／
民生・家電関連

- %

- %

産業・業務用関連

- %

備 考：
※ 日本エコノミックセンター推定を含む

EMC・ノイズ対策関連製品一覧（サンプル）
ノイズ対策部品／材料

電磁波シールド材料

ノイズフィルタ

金属材料

コイル・インダクタ

高分子材料

フェライトコア

導電性樹脂・塗料・テープ

ビーズ

シールドメッキ

サージアブソーバ

金属被膜繊維材料

バリスタ

ガスケット

ノイズ対策用コンデンサ

ノイズ対策シート

スパークキラー

電波吸収体

コネクタ

電磁波シールド建材／システム

ケーブル

壁 材

その他

床 材

測定装置

天井材
電波暗室

塗 料

電磁波シールドルーム

ガラス

磁気シールドルーム

ファブリック

オープンサイト

EMI シールド工法

シールドクリーンルーム

EMI シールドめっきシステム

ノイズ計測・試験機器

静電気対策関連製品

アンテナ

静電シミュレータ

ターンテーブル

ESD 試験器

放射器

静電防止床材

スペクトラムアナライザ
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