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【レポートの概要】 



本調査レポートの特徴 

RAPID調査部では、中国の製造業の市場変化に関連した調査を実施しております。今回のレポートは、中国におけるセンサー市場の産業構造

の把握を目的に、導入に重要な役割を果たす主要企業を詳細研究したレポートです。 

2013-2015年における中国のセンサー業界の最新動向や実際な応用状況を徹底調査しました。 

本レポートはRAPIDの専門調査員が、半年以上の調査期間をかけて、メーカーや業界協会、ユーザーに対して、直接訪問面接することで調査

した最新かつ生のデータが満載のレポートです。 

調査ポイント 

•センサー業界の産業チェーン 

•センサー業界の現状と傾向 

•センサー業界の競争構造 

•センサー業界のメーカー 

•センサー業界の投資環境 

調査対象 

•センサー業界のメーカー 

•センサー業界の代理店 

•センサー業界の主なエンドユーザー 

•関連業界協会、聯盟、政府部門など 

調査方法 

•製造企業に現地での調査を実施して
おります。 

•業界協会の専門家、業界ベテラン従
業員へデプスインタビューを実施して
おります。 

•国家統計局、工商税関データなどの
オフィシャルデータを獲得します。 
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企業事例詳細研究（30社リスト） 
河南漢威電子股份 
武漢高徳紅外股份有限公司 
深セン市科陸電子科技股份有限公司 
中航電測儀器股份有限公司 
ACC瑞声科技控股有限公司 
華工科技産業股份有限公司 
浙江大立科技股份有限公司 
上海航天汽車機電股份有限公司 
成都振芯科技股份有限公司 
広東風華高新科技股份有限公司 
南京高華科技股份有限公司 
寧波均勝電子股份有限公司 
麦克伝感器股份有限公司 
蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 
南陽森霸光電股份有限公司 
杭州士蘭微電子股份有限公司 
上海威爾泰工業自動化股份有限公司 
中航航空電子系統股份有限公司 
蘇州固鍀電子股份有限公司 

天水華天科技股份有限公司 

寧波錦澄電子科技股份有限公司 
安科瑞電気股份有限公司 
上海蘭宝伝感科技股份有限公司 
江蘇奥力威伝感高科股份有限公司 
東風電子科技股份有限公司 
浙江沃得爾科技股份有限公司 
上海神開石油化工装備股份有限公司 
深セン万訊自控股份有限公司 
寧波星成電子股份有限公司 
歌爾股份有限公司 
 



中国のセンサーメーカーから100社を簡単に紹介し、さら
に30社の主要企業の詳細事業を徹底分析 

1Pは各社の基本情報、所
在地、企業背景、主要業務、
発展経歴、などを紹介 

2Pは各社の製品種類、製品
紹介及び使用範囲を紹介 

【詳細個票】は合計30社 

3Pは各社の経営状況、特許
状況、今後の発展動向及び
研究開発動向を紹介 

【センサーメーカー企業リス
ト】は合計100社 

主に各社の基本状況、製品
種類及び製品紹介を紹介 



今後五年、中国のセンサーの市場規模が急速に成長 

 2015年、中国のセンサー市場規模は
1,000億元を超えた。 

 2016~2020年、業界の規模は急速に成
長することが見込まれ、2020年までに、 
2255億元に達するものと予想される。 

 中国のIoT、ビッグデータ、クラウドなど新興
分野が継続的に牽引するにつれ、セン
サーのスマートフォン、ウェアラブル端末、
工業自動化設備、自動車電子、環境保護
検出と整備、医療機器、スマート家電など
の完成品製品における応用がさらに広範
になり、絶え間なく中国のセンサー製品の
市場規模を引っ張っている。 



中国のセンサー業界の投資環境 

ここ五年、中
国のセンサー
業界の市場
規模は高度
成長を実現し、
市場は徐々
に成熟してい
る。 

今後五年、
中国のIoTの
建設が強化し
ていくにつれ、
センサーに対
するニーズも
高速に成長し
ていく 

「第13次5カ年
計画」により、セ
ンサー業界は
充足な政策支
援を得て、注目
される 

外資企業に戦
略リスクが存
在する 

技術リス
クが存
在する 

生産能
力過剰が
存在する 



本報告書の日系企業に対する意義 

  

  



Shanghai RaPid Consulting Group 

2016年11月 

上海鋭品投資管理諮詢有限公司
（RaPid）の紹介 



上海鋭品投資管理諮詢有限公司（RaPid）の紹介 

上海鋭品投資管理諮詢有限公司（RaPid）は中国BtoBとBtoC市場調査分野におけるシニアサービス提供会社であり、主にフォーチュン500企業
に低価格で、高品質、フレキシブルな調査コンサルティングを提供する。RaPidは業界分析、競合他社モニタリング及び消費者インサイトを合わせ
たマーケティング戦略研究サービスを提供し、顧客の市場参入、市場細分化、製品ポジショニング、価格戦略、マーケティング・プロモーション、販
売ルートの組織と管理において、より良いソリューションができるようサポートする。 
RaPidは中国、アジアなど海外での市場調査、企業調査など各種調査、販売支援事業、ビジネスアウトソーシング事業を提供している。 

 



主要実績 

【著書・論文】 
ジェトロ上海委託事業「中国の医療機器市場調査」2014 年3月［レポート（PDF）」 
ジェトロ上海委託事業「中国政府による国産医療機器優遇政策に関する調査報告書」2015 
年3月［レポート（PDF）］ 
「日本投資実務ガイドライン」（上海訳文出版社、2016年、共同編集） 
※公開可能なもののみを掲載  

【講演】 
2013 年11 月、静岡銀行、京都銀行、七十七銀行、千葉銀行、八十二銀行の地銀５行の主催で、「中国企業との取引におけるリスクマネ
ジメント」をテーマに中国上海で講演した。 
2014 年5 月、JETRO、上海IVD 研究会の主催で、「中国医療事情」をテーマに中国上海で講演した。 
2015年９月、JETRO、上海IVD 研究会の主催で、「中国医療機器国産優遇対策」をテーマに中国上海で講演した。 
2015年11月、富士通より招きを受け「中国経済の新たな変動」をテーマに中国昆山で講演した。 
2016年11月、日中経済貿易センターの主催で「「中国第13次5ヶ年計画の注目点と日系企業のビジネスチャンス」をテーマに日本大阪で
講演した。 
 
「その他」 
JETRO上海指定の2013 年度、2014 年度、2015年度、2016年度中小企業海外展開支援コーディネーター（医療、福祉機器分野） 
 


