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RFID 全体の 2010 年の市場規模は
金額ベースで約1,480 億円に成長
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RFID 全体で見た市場予測
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算。その後、右肩上がりの拡大を遂げ、
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図2

自動認識装置の国内市場規模推移
自動認識技術の中でも RFID 市場は小規模だが、

出荷金額（百万円）
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IC クレジットカードの所有状況
全体の 42 ％が「持っている」と回答。認知度だけ
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でなく、実際の保有率も高まっていることがわか
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IC クレジットカードの利用意向
今後の IC クレジットカードの利用意向について
は、9 割以上が「IC クレジットカードがよい」と回
6.8％

答。生活者の危機管理意識の高まりがうかがえる。

ICクレジットカードがよい

出所●図 1 シーメディア／「RFID タグ ビジネス
ガイド〜国内外の市場を総括〜」より●図 2（社）

93.2％
従来式(磁気）がよい

日本自動認識システム協会／「自動認識の市場規
模に関する調査」より

●図 3、4 日本クレジッ

トカード協会／「IC クレジットカードに関する調
査報告書」より
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