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車や産業機械向けなどの大型二次電池とその部材の市場を調査
― ２０１４年度市場予測 ―
★リチウムイオン電池はハイブリッド自動車や電気自動車への搭載が本格化し２００８年度比６.５倍の９４６億円
総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町

社長

阿部

界

03-3664-5811）は、携帯電話やノートＰＣなど小型民生機器を除き、電動工具や電動アシスト自転車、自動車、電
力貯蔵、
建設機械などの大型製品に使用される大容量の二次電池とその部材市場を調査した。
その結果を報告書
「エ
ネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 ２００９（上・下巻）
」にまとめた。
この報告書では、自動車/輸送機器分野１２製品、電力貯蔵/負荷平準化分野６製品、家電/ＤＩＹ機器分野４製
品、産業用機械/工作機械分野１３製品の合計４分野３５製品の市場と、その製品に搭載される大型二次電池及び
部材の市場を分析した。
＜調査結果の概要＞
◆大型二次電池の国内市場
ニッケル水素電池
リチウムイオン電池
電気二重層キャパシタ
その他
合 計

２００８年度見込
９０３億円
１４５億円
２７億円
２,０６１億円
３,１３６億円

２０１４年度予測
２,０７８億円
９４６億円
１１１億円
２,１８６億円
５,３２１億円

２００８年度比
２３０.１％
６５２.４％
４１１.１％
１０６.１％
１６９.７％

注：億円単位で四捨五入しているため合計と合わない場合があります。

調査対象４分野３５製品における２００８年度の大型二次電池市場は前年比３.２％増の３,１３６億円と見込
まれ、２０１４年度には５,３２１億円が予測される。現状では依然、その他に含まれる鉛電池が全体市場の５０％
以上を占めているが、２０１４年度にはニッケル水素電池がハイブリッド自動車（ＨＥＶ）向け需要により鉛電池
を上回ると予測される。また、リチウムイオン電池や、需要はまだ少ないが電気二重層キャパシタも今後有望な蓄
電デバイスである。
１．リチウムイオン電池
ニッケル水素電池やニカド電池、鉛電池などからの代替もあり、全ての分野で採用が進んでいる。２００８年度
は電動アシスト自転車用途が大半を占める自動車/輸送機器分野が市場の５３％、
家電/ＤＩＹ機器分野が４６％を
占めると見込まれる。ＨＥＶへの採用が本格化する２０１１年以降、自動車/輸送機器分野は急激に拡大すると見
られる。そのため家電/ＤＩＹ機器分野の市場を占めるウエイトは縮小するものの、電動工具を始めリチウムイオ
ン電池の採用は進むため拡大すると予測される。産業用機械/工作機械分野は、建設機械や無線基地局での採用拡
大が期待されるが、未だ研究段階にあり当面は鉛電池が主要デバイスと見られる。
２．ニッケル水素電池
自動車/輸送機器分野が市場の９０％以上を占める主要用途分野である。今後もＨＥＶへの需要が拡大すると予
測されることからそのウエイトは更に高まると見られる。しかし、リチウムイオン電池の採用も進んでおり、長期
的には成長率が鈍化すると見られる。家電/ＤＩＹ機器分野は、電動工具が大部分を占める。電動工具では可搬型
製品が多く、可搬型製品ではエネルギー密度の高いリチウムイオン電池の採用が拡大すると見られる。電力貯蔵/
負荷平準化分野は、太陽光発電や風力発電などでの実証実験が行なわれているが、積極展開する企業も限られてお
り２０１４年度時点では市場を占めるウエイトは低い。
３．電気二重層キャパシタ
２００８年度で自動車/輸送機器分野が市場の５３％、
産業用機械/工作機械分野が４２％を占めると見込まれる。
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ＨＥＶの非常用電源の用途が急拡大しており、今後も採用が続くと見られる。また、アイドリングストップ機構付
自動車のスターター駆動用途が２００９年〜２０１０年を目処に本格化すると見られる。そのため、自動車/輸送
機器分野は拡大する見通しである。アイドリングストップ機構付自動車への需要は、長期的にはＨＥＶ需要を上回
る規模に拡大すると予想される。産業用機械/工作機械分野は、現在、無停電電源装置（ＵＳＰ）向けの採用が増
えており、瞬低対策装置では電気二重層キャパシタを採用した製品ラインナップが拡充している。この他有望視さ
れる製品用途としては建設機械、フォークリフトなども挙げられる。既に製品化されており、２０１４年にはＨＥ
Ｖを上回る需要が見込まれる。
＜注目製品用途の動向＞
１．ハイブリッド自動車（乗用車）
◇国内生産台数 ２００８年度見込 ４４.５万台 ２０１４年度予測

１１８万台
（２００８年度比 ２.７倍）

最大の需要地である北米への輸出が年々増加していることから、国内の生産台数は順調に拡大している。世界ト
ップシェアのトヨタが２００５年に中国で「プリウス」
、２００６年に米国で「Camry Hybrid」の生産を開始して
いることから、全量を日本で生産することはなくなったが、それでも国内生産のウエイトは大きい。
２００８年度見込
２０１４年度予測
２００８度年比
◇二次電池市場
ニッケル水素電池
７３４億円
１,９４７億円
２６５.３％
リチウムイオン電池
―
２７３億円
―
電気二重層キャパシタ
１４億円
１７億円
１２１.４％
その他
０.５億円
０.１億円
―
合 計
７４８億円
２,２３７億円
２９９.１％
注：億円単位で四捨五入しているため合計と合わない場合があります。

市場はＨＥＶのアシスト動力と非常用電源の用途における新規と更新の需要を対象としている。
ニッケル水素電
池は、トヨタが第３世代「プリウス」へ継続採用したため、今後も主要デバイスとして市場拡大が想定される。し
かし、２０１０年以降はリチウムイオン電池と競合するため、市場シェアは縮小すると見られる。リチウムイオン
電池は、２００９年末に発売されるトヨタのプラグインＨＥＶに採用される可能性が高く、２０１１年前後には各
メーカーの新規投入ＨＥＶに採用され始めると推測される。
長期的にはニッケル水素電池を上回る規模に拡大する
と予想される。電気二重層キャパシタは、当面は非常用電源（電子制御ブレーキの補助電源用）としての採用が続
くと見られる。
２．電気自動車（四輪ＰＥＶ）
◇国内生産台数 ２００８年度見込

２００台 ２０１４年度予測 １４,７００台（２００８年度比 ７４倍）
注：国内生産台数には四輪原動機付自転車（道路交通法上は普通免許が必要）を含めています。

これまでトヨタ、ホンダ、日産等の大手自動車メーカーは、北米カリフォルニア州のＺＥＶ（zero emission
vehicle，無公害車）規制に対応するため２０００年前後に電気自動車開発を進めていた。しかし、その後ＺＥＶ
規制が緩和されたため、ＰＥＶ需要が衰退し、各メーカーは事実上ＰＥＶ開発から撤退した。
近年、リチウムイオン電池の性能向上に伴い再びＰＥＶ開発が活発化しており、電力会社などを中心に走行試験
が行なわれている。三菱自動車や富士重工業に加え、日産が２０１０年前後、トヨタは２０１２年までにリチウム
イオン電池を搭載したＰＥＶ投入を計画している。
２００８年度見込
◇二次電池市場
リチウムイオン電池
１億円
その他
１億円
合 計
２億円

２０１４年度予測
２５０億円
１億円
２５１億円

２００８度年比
２５０倍
１００.０％
１２６倍

注：億円単位で四捨五入しているため合計と合わない場合があります。

市場はＰＥＶの主要動力としての用途における、新規と更新の需要を対象としている。２００９年は、三菱自動
車が１,０００台規模のリチウムイオン電池採用ＰＥＶの生産を開始する予定である。国内需要を始め、欧米への
輸出、ＰＳＡ（仏プジョー・シトロエングループ）へのＯＥＭ供給を予定する等、生産量の拡大も想定される。そ
の他のメーカーもＰＥＶの市場投入を計画しているが、現状の電池性能を考慮すると、当面は実用走行距離が１０
０ｋｍ程度の小型車に限定されるため、走行パターンが確立している業務用車両が中心になると見られる。一般ユ
ーザーへの普及は、車両価格の低下の他、充電インフラの整備も必要不可欠であり、時間が掛かると見られる。
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３．建設機械
◇二次電池市場
リチウムイオン電池
電気二重層キャパシタ
その他
合 計

２００８年度見込
１億円
僅少
―
１億円

２０１４年度予測
１４億円
２６億円
３億円
４４億円

２００８度年比
１４倍
―
―
４４倍

注：億円単位で四捨五入しているため合計と合わない場合があります。

市場は建設機械の主要動力とアシスト動力の用途における、新規と更新の需要を対象としている。２００８年度
の市場は、
日立建機の油圧ショベルの主要動力に採用されたリチウムイオン電池と小松製作所のハイブリッド式油
圧ショベルのアシスト動力に採用された電気二重層キャパシタの実績見込みである。
建設機械における蓄電デバイ
スの採用は、７トン級油圧ショベルとホイールローダの主要動力としてリチウムイオン電池、２０トン級以上の油
圧ショベルとホイールローダのアシスト動力として電気二重層キャパシタが主流となる見通しである。また、アシ
スト用途ではハイブリッドキャパシタ※の採用も検討されており、将来的には市場形成が期待される。建設機械は
前進走行のための動力だけでなく、バケット、アーム、ブーム、旋回、左右走行など様々な動力機構があるため、
乗用車のハイブリッド化よりも複雑な制御が必要となる。このため、蓄電デバイスの採用も多様な組み合わせによ
る開発が進んでいる。
※酸化還元反応を用いた電気化学キャパシタのうち、正極、負極に異なる材料を用いたもの。

以上
＜調査対象＞
用途分野／ 自動車／
応用製品
輸送用機器分野

デバイス／
部材

ハイブリッド自動車（乗用車、トラック・バス）
、燃料電池自動車（乗用
車、トラック・バス）
、電気自動車（四輪 PEV）
、アイドリングストップ機
構付自動車、電動式車椅子、電動式自動二輪車、電動アシスト自転車、ゴ
ルフカート、鉄道車両、新交通システム/ＬＲＶ（超低床式路面電車）
電力貯蔵／
住宅用発電・蓄電システム、太陽光発電システム（産業・公共用）
、大規
負荷平準化分野
模電力貯蔵システム、風力発電システム、ハイブリッド照明、道路鋲
家電／DIY 機器分野
家庭用ロボット、掃除機、電動工具、刈払機
無停電電源装置（UPS）
、直流電源装置、無線基地局（携帯電話）
、業務用
産業用機械／
ロボット、建設機械、高所作業車、除雪機、エレベータ、投光機、溶接機、
工作機械分野
フロアマシン（自動床洗浄機）
、フォークリフト、無人搬送車（AGV）
リチウムイオン電池・材料、ニッケル水素電池・材料、電気二重層キャパシタ・材料、ハイブリ
ッドキャパシタ、鉛電池、ニカド電池、ＮＡＳ電池、燃料電池、シリコン系太陽電池、アモルフ
ァスシリコン太陽電池、色素増感太陽電池

＜調査方法＞
富士経済専門調査員による調査対象企業及び関連企業・団体等へのヒアリング調査及び関連文献、社内データ
ベースを併用
＜調査期間＞
２００８年１１月〜２００９年２月
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」
体
裁 ：Ａ４判 上巻：３７８頁 下巻：３８７頁
価
格 ：上巻・下巻
各９７,０００円 （税込み１０１,８５０円）
上・下巻セット価格 １８４,０００円 （税込み１９３,２００円）
上・下巻セット価格 ＣＤ−ＲＯＭ付 １９４,０００円（税込み２０３,７００円）
調査・編集 ：富士経済 東京マーケティング本部 第四事業部
TEL:03-3664-5821
FAX:03-3661-9514
発 行 所 ：株式会社 富士経済
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町２−５ Ｆ・Ｋビル
TEL03-3664-5811 （代） FAX 03-3661-0165 e-mail:info@fuji-keizai.co.jp
この情報はホームページでもご覧いただけます。
URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ https://www.fuji-keizai.co.jp/

本件に関するお問合せ：広報部

（Ｔel.03-3664-5697

Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fk-m.co.jp）

