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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、中国における自動車用リチウム電池市

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年における中国の自動車用リチウム電池の最新動向や実際な応用状況を徹底調査しました。中国では、中央政府や地方政府の

新エネルギー自動車への各種促進政策が実施されるなど、2015年以降の市場の変化から目が離せません。 

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 

•自動車リチウム電池業界の産業
チェーン 

•自動車リチウム電池業界の発展 

•自動車リチウム電池業界の競争構造 

•自動車リチウム電池業界のメーカー 

•自動車リチウム電池業界の投資環境 

調査対象 

•自動車用リチウム電池の各生産プロ
セスのメーカー 

•新エネルギー自動車のメーカー 

•関連業界協会、聯盟、政府部門など 

調査方法 

•中国現地での調査を実施しておりま
す。上記の調査対象企業及び関連
聯盟・協会などへの直接訪問取材及
び電話ヒアリングなどによる「生の声」
の聞き取りを中心に調査を実施。 
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主要参入企業79社から30社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 

【動力電池メーカー企業リ
スト】は合計79社 

主に各社の基本状況、製品
種類及び製品紹介を紹介 



2014年より、中国の動力電池市場は爆発的な成長を見
せた 

 2015年中国の新エネルギー自動車の生
産台数と販売台数はそれぞれ374357台
と331092台であり、同時期と比べそれぞ
れ3.2倍と3.3倍増加した。 

 2016年の生産と販売の成長規模はある程
度減速する見込みであるが、成長率はま
だ比較的高い割合である。 

 2014年以前、中国の電池の生産量は
1GWhより低く、生産量は小幅な成長を維
持していた。 

 2014年から、動力電池の爆発的な成長が
始まり、今後も引き続き成長しつづける。 

中国の自
動車用
動力電
池TOP10
企業が市
場で爆発
的な成長
を見せた
ここ数年
の市場
シェアの
推移 



中国の自動車用リチウム電池業界の投資環境 

2014年より、
中国の新エ
ネルギー自
動車市場は
爆発的な成
長を迎え、動
力電池市場
の成長も推し
進めた。 

2016年、中
国政府は電
動自動車の
核心技術（動
力電池）に向
けてサポート
を行い始める。 

「第13次5カ年
計画」により、
2020年までに
中国の新エネ
ルギー自動車
の保有量は
500万台に達
する見通しであ
り、この数字に
よると、今後の
動力電池の
ニーズは膨大で
ある。 

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） 
 


