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リチウムイオン二次電池産業にみる、攻めどころの分析 

～企業間取引構造から新規取引可能性を探る～ 

新産業分析（2012-005）:リチウムイオン二次電池産業（4） 

【はじめに】 

 これまで、新産業分析として、リチウムイオン二次電池産業分析を第 3号まで進めてきた。そ

こでは、多様な業種の多様な規模の企業がそれぞれの得意分野で当該産業にかかわっていること

を示してきた。 

 今回は、これら過去のレポートの到達を踏まえて、ビジネスチャンスはどこにあるのか、とい

う観点から分析を進めた。本レポートでは、リチウムイオン二次電池関連産業の企業間取引関係

について、業種別と規模別での特徴を中心に分析を進め、新規参入を目指すのであれば、中小企

業、大企業では攻めどころが違うことを明らかにしたい。大企業ではサプライヤーを活用するこ

とが、中小企業は大企業と取引が可能な材料や部品・機械装置を選択することが、現在の市場に

適応することにつながるだろう。 
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はじめに 

これまで、弊社では SPECIA 産業調査分析レポートとしてリチウムイオン二次電池の参入企業

についての分析を進めてきた。リチウムイオン二次電池に関しては、参入企業の成長性について

分析を行ない（第 1 号）、成長企業の業種的特徴を分析し（第 2 号）、企業間取引関係の全体構造

を示した（第 3 号）。今回のレポートでは、以上のレポートの到達点を踏まえて、リチウムイオン

二次電池のビジネスチャンスはどこにあるのか、新規構築のリチウムイオン二次電池関連産業参

入企業リストを用いて分析してみたい。 

マーケット調査の情報として現在主流であるのは、マーケットの規模と大企業中心の市場シェ

アであろう。しかし、市場は商品の売買の場であり、自社の商品を買ってくれる相手があっては

じめて成立するものである。実際のビジネスでは、参入企業の多寡による競争度合いの推測やす

でに存在している取引関係への挑戦など、マーケット内での競争構造や取引構造にも着眼する必

要があるのではないだろうか？この点、TDB では 151 万社の企業データベースの中からリチウム

イオン二次電池関連産業に属する企業を抽出し、その取引構造を分析することが可能である。 

このように産業分析のフレームを組み立てることによって、従来型の情報であるリチウムイオ

ン二次電池市場という大きなマーケット、リチウムイオン二次電池正極材市場などの比較的小さ

なマーケットの情報のみならず、一般的な市場調査ではみえづらい中小企業が支配的な市場まで

一つのデータセットによって分析が可能である。そして、リチウムイオン二次電池とリチウムイ

オン二次電池正極材の各市場を結ぶ個別企業間の取引構造を分析することによって、既存のリチ

ウムイオン二次電池関連産業ではどのようなサプライチェーンが構築されているのか、あるいは

大企業と取引している小企業の特徴など、従来のマーケット調査では詳しく知ることができなか

った特徴が明らかになる。 

今回のレポートでは、マーケットの規模については触れず、企業間取引構造の中から特徴を導

き出すことによって、これから同産業に参入しようとしている企業に上記データ分析を戦略策定

の資料として役立ててもらいたいと考えた。 

なお、第 3 号までは 2009 年のリチウムイオン二次電池データセットを用いたが、今回のレポー

トから企業データには 2011 年版企業リストを用いる。また、今回のレポートでは、材料⇒部品⇒

電池の流れを直接的に結ぶことのできる製造業同士の企業間取引を中心に分析を組み立てている。 

 

1. 企業リストについて 

2011 年版の企業リストの構成は表 1に示すとおりである。表の最右は、それぞれの材料、部品、

電池、製造装置などのカテゴリの参入企業集計値を示した。また「代表的な企業」欄では雑誌記
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事などでよく取り上げられる企業を例示した。 

 

表 1 2011 年リチウムイオン二次電池関連産業参入企業リスト 

 

注）株式会社は略。表中の「材料・部品」メーカーの「ほか」に分類される企

業の業種には、正極・負極の集電体、外装缶やラミネートフィルムなどを生産

する企業が含まれる。また表中の「その他」には「電池」メーカー、技術コン

サルタントが含まれるほか、取引関係を抽出する上で必要となる最低限のメー

カー販売子会社が含まれている。 

出所）弊社 CCR および各社ウェブページより弊社作成。 

 

参入企業の合計は 437 社である。2009 年版からみると大きく減少したようにみえるが、主な商

社を算入していないことが原因である。参入企業数が最も多いのは材料・部品メーカーであり、

製造装置メーカーが続く構図は 2009 年版と変わらない特徴である。例示している企業はリチウム

イオン二次電池産業の中では有名な企業であるが、実際には有名ではない企業も数多く参入して

いることがわかる。 

次に、この業種別分類を企業規模で分割してみる。表 2 は弊社 SPECIA 産業調査分析レポート

リチウムイオン二次電池（1）に示した企業分類の手法を用いた各層に属する企業数（表中「2011

年企業規模分類」列）、各層の企業売上高最大値と最小値を示した。本レポートでも、過去のレポ

ートと同じく、売上高が企業規模を示すものとして取り扱う。 
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表 2 2011 年版参入企業の 2011 年売上高規模別 5分割 

 
出所）弊社 C2 より作成 

 

図 1は、企業を業種別・企業規模別にみたものである。材料・部品メーカーでは中小企業（A）

から大企業（E）へと企業規模が大きくなるほど参入企業数が多くなる傾向にある。対して、製造

装置メーカーは企業規模が小さくなるほど参入企業数が多くなる傾向にある。 

 

図 1 規模別にみた業種別企業の分布 

 

出所）弊社 CCR および各種資料より作成。 

 

なお、この図では示していないが、当該材料部品メーカーの内訳をもう少し詳しくみた SPECIA

産業調査分析レポートリチウムイオン二次電池（2）では、材料メーカーには大企業が多いが、外

装缶などの部品メーカーには中小中堅規模の企業でも参入していることを明らかにした。材料部

品メーカーは大企業が中心ではあるが、中小企業でも決して参入ができない訳ではないのである。 

これでリチウムイオン二次電池関連産業分析に用いてきた手法を 2011年版データにあてはめる
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作業が終了したので、次に企業規模の観点から企業間取引関係をみていこう。 

 

2. 発注企業は大企業中心、受注企業は規模分散 

図 2 は、発注企業の企業規模別の分布と受注企業の規模別の分布をグラフ化したものである。

発注⇔受注の 2 社間の関係を 1 取引としてカウントしたときに、合計 995 取引となっている。そ

の発注企業側をみてみると、995 取引のうち 819 が E という当産業における最大規模の企業群を

発注企業に持つ取引であり（全体の約 82.3%）、D の 115（約 11.5%）を大きく引き離している。

この D・E 規模の企業だけで全体の約 94%を占めている。これに対して、受注企業の最大値は C

の 243（約 24.4%）となっているものの、その他の規模でも分散的に受注しており、A で 152（約

15.2％）、B で 173（約 17.4%）となっている。つまり、中小規模の企業は、リチウムイオン二次電

池関連産業においては、発注企業ではなく、受注企業として参入していることになる。 

 

図 2 発注企業と受注企業による企業規模の相違 
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出所）弊社 CCR より作成。 

 

また、このグラフから 1 社当たり換算発注量・受注量をみてみよう。売上高で 437 社を 5 つに

分割した場合、各規模の企業が 87 社か 88 社であった。そこで E 規模企業の発注先 819 社を 87 社

で割れば、大規模企業 1 社当たり平均 9.4 社に発注している計算となる。逆に受注側からみれば、

C 規模の受注企業は 1 社当たり 2.8 社から受注していることになる。 

大企業から出される大量の発注は企業規模にかかわらず分散的に受注している構造が、リチウ

ムイオン二次電池関連産業の取引構造の特徴である。したがって、大企業であれば発注企業とし

て大中小さまざまな企業が参入しているリチウムイオン二次電池関連産業を受注企業に見据えて
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取引を策定することが、中小企業にとっては大企業との取引を目指すことが、現在の潮流に即し

た方針であるといえる。 

 

3. 大企業からの受注が多いのは 1 位機械装置メーカー、2 位材料・部品メーカー 

先の 2．では、発注企業と受注企業の企業規模別でみた時の特徴を捉え、発注企業は大企業が多

くなっていることを示した。ここでは発注企業の規模を E 規模だけに限定して、この大企業がど

のような企業に注文を出しているか、図 3 を用いてみてみよう。なお、業種別にみることによっ

て、自社の生産技術との関係から、より自社のターゲットにしている市場に近い業種の状況を知

ることができるのである。 

大企業が発注した 819 社の受注企業の企業業種分類をみてみると、製造装置メーカーが最大の

461 社になっている。これは、材料部品メーカーは電池メーカーからのみ受注するのに対して、製

造装置メーカーは電池メーカーと材料部品メーカーの両方から受注することに起因している。 

 

図 3 大企業発注の業種別受注内訳 

105 121

68 88

0 200 400

その他

製造装置

材料・部品

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

（取引数）

１４８取引

大規模中小規模

計４６１取引

計２５１取引

 

出所）弊社 CCR より作成。 

 

製造装置メーカーの 461 社についてみると、E 規模企業から最も受注しているのは C 規模の製

造装置メーカーで 148 社となっている。また、A・B 規模企業であっても E 規模企業から受注して

いる。中小中堅規模の企業が大企業からも活発に受注しているのに対し、大規模企業から大規模

製造装置メーカーが受注することはあまり多くない。 

つぎに材料部品の 251 社についてみてみよう。受注企業の規模は E が 88 社、D が 68 社で、受
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注企業にも大企業が多い。ただし、材料部品メーカーの受注企業 A～C であっても、大規模な発

注企業との取引が十分にある。 

つまり、中小中堅企業側からみれば、それぞれ得意分野や領域によって大企業との取引可能性

が存在しているということになる。そして、大企業側からみれば、自社にとって必要な技術を有

している企業は中小企業でも活用していることがわかる。 

 

4. マーケット戦略と弊社データの活用可能性 

本レポートでは、リチウムイオン二次電池関連産業の企業間取引関係について、業種別と規模

別での特徴を中心に分析を進め、新規参入を目指すのであれば、中小企業、大企業では攻めどこ

ろが違うことを明らかにした。大企業ではサプライヤーを活用することが、中小企業は大企業と

取引が可能な材料や部品・機械装置を選択することが、現在の市場に適応することにつながるだ

ろう。 

リチウムイオン二次電池関連産業は、主戦場が携帯端末向けの小型から EV 向けなどの大型へ

と、電池メーカーの生産品目と用途の変化に伴って取引構造に大きな変化がもたらされている。

本レポートでは詳しく書かなかったが、新規参入企業が新規取引を開始しはじめた事例も増えて

きているところである。この流れにうまく乗ることが、第 1 号レポートで述べたような成長企業

への足掛かりであることは間違いないだろう。 

 

（客員研究員 澤田鉄平） 
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当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 

当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法の範囲内でご

利用いただき、私的利用を超えた複製および無断引用を固く禁じます。 

当レポートに関するデータ分析や産業調査分析を用いた提言、 

コンサルティングをご希望のお客さまは、下記までご連絡ください。 

 

【購入に関するお問い合せ】 

株式会社帝国データバンク 顧客サービス統括部 先端データ分析サービス課  

北村慎也 

Tel: 03-5775-1092 

 
弊社が発行する経営情報誌、「TDB REPORT」をご購読いただきますと、 

今回の発表資料で使用した図表・グラフが 

弊社サイト「TDB REPORT online」から無料でダウンロードできます。 

執筆、研究、プレゼンテーションなどにぜひご活用ください。 

 

TDB REPORT の年間・半年購読者様はダウンロード方法について 

ご案内致しますので、お手数ですが下記までご連絡ください。 

 

【TDB REPORT に関するお問い合わせ】 

株式会社帝国データバンク 顧客サービス統括部 情報企画課 

TEL03-5775-3163 

 


