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⾞載パネル︓地域需要
インスゥトルメントパネルやドアトリムパネルなど、内装トリム部品の需要はライトビークルの⽣産台数に直接関係する。
世界最⼤の⾃動⾞市場である中華圏は、ライトビークル最⼤の⽣産拠点でもある。IHS Markitによると、2020年に
はインスゥトルメントパネルとドアトリムパネルの需要全体の30%を中華圏が占めた。中華圏以外の新興⾃動⾞市場、
インドとブラジルが2020年需要全体のそれぞれ4.5%と2.7%を占めている。





アンビエント照明の需要とタイプ
中華圏、欧州、北⽶は、世界最⼤のアンビエント照明市場である。ドア（ドアトリムとドアハンドル）には⾞両内で
最も多くのアンビエント照明コンポーネントが収容されている。世界では中華圏と欧州がドアトリム照明で最も⾼い
シェアを占めている。





SUVは世界のライトビークル⽣産台数全体の5分の2を占めている。ボディタイプ別でみると、SUVがドアトリムパネル、
インストゥルメントパネルともに世界需要をリードしている。2020年にはSUVがセダン、ハッチバックとともにドアトリムパネ
ル需要全体の77%を占めた。インストゥルメントパネルでも、SUVと乗⽤⾞（ハッチバックとセダン）が需要全体の
77%を占めている。

⾞載パネル市場シェア︓ボディタイプ





世界のライトビークル⽣産で最も優勢なのはCセグメント⾞で、これにDセグメント⾞とBセグメント⾞が続く。
インストゥルメントパネルやドアトリムパネルの世界需要も同様で、2020年にはCセグメント、Dセグメント、
Bセグメントの合計でインストゥルメントパネル需要全体の83%、ドアトリムパネル需要全体の84%を占めた。

⾞載パネル市場シェア（セグメント別）
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オプティカルテクノロジー市場シェア
プロジェクター使⽤は費⽤対効果が⾼いため、新興国で⼤幅な成⻑が⾒込まれている。ライトガイドも、新たなシグネ
チャーや外観を創り出すための設計⾃由度が⾼く、設計者独特のスタイリングの⼤きな可能性を提供することから、世
界中で堅調な成⻑を⽰すものと期待されている。





13

サンルーフシステム市場シェア
サンルーフ⼈気が⾼まっている中華圏は、サンルーフシステム最⼤市場だ。2020年には、中華圏が需要全体の半分
以上を占め、今後6年間はその⼒強い成⻑の勢いを維持すると予測されている。⾃動⾞メーカー各社はサンルーフがほ
ぼ標準装備となっているプレミアム⾞に加えて、ボリュームセグメントでもサンルーフを提供している。
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