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◇ 調査結果の概要

Ⅰ 利用用途の拡大とともに成長する電池産業

（１）多様化する電池のタイプ

●電池は、家電製品等の利用用途の拡大とともに、小型化・高性能な電池が開発され、環

境面も含め高度な技術の開発に対応

〇調査の目的

●地球温暖化問題や我が国の脆弱なエネルギー需給構造に対応するためには、省エネ・省

資源化の一層の推進により、化石エネルギー価格の影響を受けにくい社会経済構造への

転換が必要。

●このためには、新エネルギー等の導入拡大が必要であり、とりわけ二次電池、太陽電池、

燃料電池等に関する材料開発から製品開発までの一貫した高度な技術やものづくりの

技術を活かして新エネルギーの導入拡大を図っていくことが必要。

●本調査は、関西に集積している電池関連業種を調査対象に、①その範疇に属する産業・

ビジネスを技術面も含めて体系的、具体的に整理するとともに、②実証実験プロジェク

トとして行政等による支援が有効な事業構成を検討・提案し、今後の施策展開の基礎資

料とすることを目的に実施。
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（２）分野別に見る電池利用製品の拡大・高度化の経緯

（３）拡大する電池市場規模

●モバイル機器、コードレス機器の数量の増大や、環境負荷・ＣＯ2削減対策によって、需

要が一次電池から二次電池へシフトすることから、今後も二次電池が大きく伸長。

●太陽電池市場も着実に拡大する。また、燃料電池も、今後の市場形成が予測される。

図 主な電池用途
●デジタル化、モバイル化、

ユビキタス社会化や省エネ

ルギー化等への希求の中

で、電池を利用した製品が

拡大・高度化。

●社会ニーズが電池技術の開

発を促進し、開発された電

池を使ってさらに新たな用

途開発がなされていくとい

ったプラスのスパイラル効

果により、電池技術と利用

用途が一体となって新たな

製品を創出。

電池の市場規模・予測

《一次電池》

《二次電池》

《 2012 年世界市場規模予測》《 2007 年世界市場規模》

〇506 億 6,300 万個
〇１兆 2,096 億 3,000 万円

〇540 億 8,150 万個
〇１兆 4,803 億 6,000 万円

〇55億 8,300 万個
〇２兆 5,162 億円

〇75億 4,900 万個
〇３兆 6,169 億円

《燃料電池》

《太陽電池》

《 2007 年国内市場規模》

〇１兆 2,008 億円

〇39億 9600 万円

〇４兆 6,751 億円

《 2020 年国内市場規模予測》

〇１兆 2,069 億円

出所：㈱富士経済調べ
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業務用端末機



3

（２）電池関連産業の集積地としての大阪・関西の状況

●電池産業をリードし、世界的なシェアを誇る企業の集積（三洋電機をはじめ、パナソニック

エナジー、ＧＳユアサ、三菱重工等の電池メーカー、シャープ、京セラ、カネカ等の太陽電

池メーカー等）。

●電池の部材・材料を供給する化学メーカー、用途を開発し製品化する家電メーカー、住宅メ

ーカー等の電池関連産業の厚い集積。

●我が国の蓄電池（二次電池）製造業事業所の 47％、従業者数で 51％、製造品出荷額で 41％が

大阪・関西に集積。

●また、近年これらの電池関連企業の活発な設備投資が進展。加えてこれらの設備投資が関連

する中堅・中小企業の設備投資に波及。

●古くから電池技術の研究開発を推進する大学・研究機関が集積。

Ⅱ 電池産業の構図と集積を誇る大阪・関西の電池産業・研究機関

（１）電池産業の構図

●電池産業は、下図の産業群から構成されている。

電池製造メーカー

《電 池》
パナソニック
三洋電機
ＧＳユアサ
ソニー
日立マクセル 等

《太陽電池》
シャープ
三洋電機
京セラ
三菱電機
カネカ 等

用途開発メーカー
（セットメーカー）

家電メーカー

ゲーム機器メーカー

自動車メーカー

輸送用機器メーカー

住宅メーカー

電力・ガスメーカー

等

材料部品供給
メーカー

《電 池》
・正極活物質
・負極活物質
・電解液
・セパレータ
・集電体（正極）
・集電体（負極）

《太陽電池》
・シリコン
・基板（ガラス、セ

ラミック、カーボ
ン）

製造装置メーカー

サポーティングインダストリー（中小企業・ベンチャー企業）

部品供給、組立装置の製造（金属加工、金型、表面処理等）

供給 供給

ニーズニーズ

リサイクルメーカー
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（２）課題解決が求められる電池技術と社会的要因

●電池の性能、耐久性及び信頼性の飛躍的な向上とコストの大幅な低減化等の克服が必要。

電池の利用分野の広がりと技術的課題等

電池の利用分野の広がり 技術的課題等
自動車用二次電池
・プラグインハイブリッド
・電気自動車

・ＰＨＥＶ：高出入力特性、高安全、低コスト
・ＥＶ：高エネルギー密度、高安全、低コスト

電力貯蔵
・風力・太陽光発電への併設

・高耐久性、高効率、大容量化、低コスト化、
高速対応、電力安定化

二次電池

直流化・省エネシステム
・直流給電システムとＢＥＭＳ/ＨＥＭＳとの
連動および蓄電機能付与

太陽電池 太陽光発電
・効率向上、低コスト化
・第二世代（薄膜化）、第三世代（ナノ構造、
新材料、新構造）の技術開発促進

家庭用燃料電池 ・大幅なコストダウン
燃料電池

自動車用燃料電池
・長期信頼性の向上、大幅なコストダウン、商

品流通、メンテ体制

●新技術や用途開発の実用化と普及に向けた実証実験、社会実験フィールドの整備が必要。

●大阪・関西における優れた大学・研究機関や関連産業の集積を生かし、電池技術の研究人材

を育成する教育機関の整備。

●低炭素社会の構築とこれを支える電池産業の振興を促進する推進組織の構築。

Ⅲ 今後の成長が期待される電池利用分野と電池に求められる技術面などの課題

～有識者・企業ヒアリングを踏まえて～

（１）今後の成長が期待される電池利用分野

●電池技術は、わずか十数年あまりで、これまでにない高容量が実現され、携帯電話、ノート

パソコンなどの小型・軽量化に寄与するとともに、さらに最近では電気自動車に採用される

など、利用分野が発展拡大。

●社会ニーズが電池技術の開発を促進しており、今日の世界的課題である地球温暖化問題や我

が国の脆弱なエネルギー需給構造に対応した、省エネ・省資源化へのエネルギー革新に資す

る電池利用分野の成長が期待されている。

分 野 電池用途

運輸・交通 ①プラグインハイブリッド自動車
②電気自動車
③次世代型低床電池駆動ＬＲＶ
④鉄道システムの電力回生
⑤独立型ソーラー充電駐輪場の実証実験

省エネ住宅・ビル ①住宅用発電・蓄電システム
②直流給電化
③ＤＣエコハウス
④環境省エコハウスプロジェクト

エネルギー貯蔵 ・ＮＡＳ電池を搭載した電力貯蔵システム
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Ⅴ 電池産業の発展に資する実証実験プロジェクトの検討・提案

（１）プロジェクト提案の視点

●電池技術と省エネルギー技術が新産業の起爆剤となる

電池技術の開発は、低炭素社会の構築をはじめ、高齢社会、安全な暮らしなど生活や街づく

りをさせる基盤であり、なによりも産業活力の回復を図る新たな産業の起爆剤。

●求められる次世代直流給電化への実証実験

今後の自然エネルギーの導入の進展や省エネ家電等の普及と相まって、家庭やオフィスの省

エネルギー化に求められる直流給電化技術の実証実験が必要

●大阪市の特性を活かしたプロジェクトの創出

大阪市のもつ特性を活かした低炭素社会の構築とこれを支える電池産業の振興を促進するプ

ロジェクトを推進

＜プロジェクトに活かす大阪市の特性＞

①電池関連産業の厚い集積や電池技術を先導する大学・研究機関の集積

②未来都市への実証実験可能な都市再生拠点地区となる梅田北地区、中之島地区、コスモス

クエア地区の存在

③大阪の環境形成や街づくりのシンボルとしての河川空間の活用

Ⅳ すでに他地域で取り組み中の実証実験などの事例・テーマ

●大学・研究機関、民間企業の参画により地域をフィールドに新エネルギー実用化への実証研

究、「環境モデル都市」の指定等による各自治体での次世代自動車の導入・普及、「次世代エ

ネルギーパーク」の整備による新エネルギーの普及・啓発、など、低炭素社会づくりに向け

た取り組みが各地で展開。

プロジェクト名 概 要 電池関連産業振興上の考察

１ 横浜市「次世

代交通システ

ム」

・環境に配慮したエコ運転の普及、渋滞改善の経路案内シ

ステム実証実験、環境にやさしい電気自動車（ＥＶ）の

普及、上記施策の効果の評価と情報発信

・自治体の強力なＥＶタウンづく

りの推進により、市民へのエコ

モビリティへの普及を促進（本

格需要創造）

２ 福岡県「福岡

水素タウン」

・水素製造、輸送・貯蔵から利用まで一貫した研究開発、

全国唯一の水素人材育成に加え、社会実証、世界最先端

の水素情報拠点の構築、水素エネルギー新産業の育成・

集積に取り組む｢福岡水素戦略（Hy-Life プロジェク

ト）｣の推進

・水素社会へのモデル地域づくり

（需要創造に向けた試験的面

的導入）

３ 長崎県諫早市

「ソーラ農耕機

の開発及びモデ

ル実証試験」

・太陽光電力のみで駆動する「リチウム電池搭載の完全ゼ

ロエミッションソーラ農耕機の開発及び諫早干拓地での

モデル実証試験

・農業分野への新規市場創出への

実証（新用途開発）

４ あいち臨空新

エネルギー実

証研究エリア

・新エネルギー（太陽光発電・バイオマス発電・燃料電池・

風力発電・コージェネレーション等）の実証研究及び情

報発信の場

・新エネ技術の実証と普及（複合

的エネルギーシステム用途の

可能性ＰＲ）

５京都エコエネ

ルギープロジ

ェクト

・新エネルギー（風力発電や太陽光発電と制御可能なバイ

オガス発電（ガスエンジン、燃料電池））による分散型

エネルギーシステムの構築を目指すプロジェクト

・地域のマイクログリッド化（自

立型複合エネルギーシステム

の可能性追求）
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（２）電池利用のメリットを勘案したプロジェクトの提案と具体化すべき電池利用製品・用

途プロジェクトの提案

●低炭素社会の構築とこれを支える電池産業の振興を促進するために、新技術や用途開発の実

用化と普及に向けた実証実験とこれを推進するめの組織が必要であり、大阪市のもつ特性を

活かした、以下のプロジェクトを推進。

プロジェクト 具体化すべき電池利用製品・用途等 趣旨・効果

ＫＡＮＳＡＩバッテリ

ープラットフォーム

(中之島地区)

〇二次電池技術と用途開発の情報発信拠点

・最先端の二次電池技術・製品の情報発信

〇次世代バッテリー推進機構

・関連メーカー、関連団体、大学・研究機関、公的機関が新

しい都市像や社会システムを協議・推進するオープンな推

進組織事務局

〇教育研究機関「ＫＡＮＳＡＩ電池大学（仮称）」の設置

・内外の電池研究を担う人材育成

・電池関連産業の情報交

流や実証実験と用途開

発の促進による電池産

業の振興

・電池関連技術者の不足

に対応した人材育成機

能の強化と人材の輩出

うめだ未来都市

(梅田北地区)

〇人と環境にやさしい移動システム

・街区と街区を結ぶライトレールビークル、電動自動運転パ

ーソナルカー

〇省エネ業務・商業タウン

・直流給電オフィス・商業ビル（高密度電力需要特性に対応

した、低損失・省スペースを実現する低消費電力化技術）

・ソーラー－電池－LED の街路灯

・電池技術を活用した人

と環境にやさしい未来

型都心モデルの形成

『ＤＣエコライフ』ミ

ュージアム(コスモス

クエア地区)

〇ＤＣエコライフ展示施設

・住宅メーカー、家電メーカー、自動車メーカー、販社の新

製品展示

・見て、触れて、乗って、ＤＣエコライフを体感

〇エコライフステーション

・各メーカーのエコライフ商品の販売・普及

・低炭素社会への新たな

ライフスタイルの提示

と普及啓発による需要

の創出

電気シャトルバス、電

気水上バスによる新交

通システム実証実験

・電池技術による低炭素社会をリードする大阪のシンボルで

あり、また新たな大阪の移動手段となる電気シャトルバ

ス、電気水上バスによる新交通システム実証実験

・「水の都」大阪の特性を

活かした環境にやさし

い街づくりのシンボル


