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建設車両、農業車両での電動化進展でCO2削減目標実現にむけた取り組みが幅広い地域で広がる！
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電動商用車市場の将来展望 2021
第1章
電動商用車市場の現状
1. 電動商用車市場の現状
電動商用車の種類
電動商用車市場規模推移
種類別電動商用車市場動向
地域別電動商用車市場動向
電動タイプ別電動商用車市場動向

2. 種類別市場規模推移
電動バス市場/電動トラック市場/電動フォーク
リフト市場/建設車両市場/電動農業車両市場

3. 地域別市場規模推移
北米市場/欧州市場/中国市場
アジア市場/国内市場/その他

4. 電動タイプ別電市場規模推移
バッテリー搭載電気商用車市場
燃料電池搭載電気商用車市場
HVシステム型電動商用車市場
PHVシステム型電動商用車市場

5. 電動商用車市場メーカーシェア
電動バス/トラック市場メーカーシェア
電動フォークリフト市場メーカーシェア
電動建機/農機車両市場メーカーシェア

6. 電動商用車関連国内特許出願分析
国内関連特許出願/公開件数推移
メーカー別出願/公開件数比較
要素技術別出願/公開件数比較

第2章
商用車メーカーの電動化展開
1. Daimler/Group
電動トラック/燃料電池トラック先行
2. Toyota/Hino
Hinoと共同した取り組み/FCV展開
3. Tesla Motors
電動トラックSemi CY21出荷へ
4. BYD Auto
電動バスの世界展開で実績拡大
5. Yutong Group
中国電動バストップシェアメーカー
6. CRRC Corporation
電動バス、電車技術で先行
7. Nikola Corporation
新興電動トラックで新規参入
8. Caterpillar/Volvo
電動ショベル/ホイールローダー開発
9. Proterra
大容量電池開発で電動バス展開
10. ARRIVAL
電動バス年間1000台生産工場
11. Isuzu / Komatsu
建機/農機の電動化スケジュール
12. Cummins
建機/産機次世代パワートレイン開発
電動フォークリフトタイプ別市場規模推移

資料目次/内容見本

第3章
電動商用車の種類別市場動向
1. 電動バス市場
急成長する中国電動バス市場
BYD VS Yuton Group
北米、欧州の電動バス市場
BEV vs HEV vs PHV
半自動運転/自動運転電動バス

2. 電動トラック市場

Tesla Semiに対抗する新規参入
燃料電池長距離トラック開発本格化
BEV vs FCV 性能/価格比較
リチウムイオン電池コスト低減
自動運転と電動化

3. 電動フォークリフト市場
高い電動化率で電動商用車市場牽引
電動カウンターバランストラック市場
蓄電池FL×燃料電池FL
4. 電動建設車両市場
電動ホイ-ルローダ、電動掘削機市場
小型ショベルから中大型ショベル電動化

5. 電動農業車両市場
高出力トラクタ実用化に向けた取り組み
AI技術による自動運転トラクター開発

※内容は一部変更する場合があります。

第5章
電動商用車パワートレイン技術動向
1. バッテリー搭載電気商用車
長距離トラック/バスEVシステム
短距離トラック/バスEVシステム
リチウムイオン×鉛蓄電池×キャパシタ

2. 燃料電池搭載電気商用車

長距離トラック/バス FCシステム
短距離トラック/バス FCシステム
PEFC×SOFC×PAFC×MCFC

3. HVシステム型電動商用車

マイルドハイブリット電動商用車
シリーズハイブリッド電動商用車
ハイブリッド型建設車両/農業車両

4. PHVシステム型電動商用車
バス/トラック向けPHVシステム
大容量蓄電池の搭載容量/充電技術

5. 電動商用車向け蓄電池技術動向
リチウムイオン電池タイプ別技術動向
鉛蓄電池/シリコンバッテリー/その他蓄電池
ウルトラキャパシタ/リチウムイオンキャパシタ

第6章
電動商用車市場規模予測 (→’30)
1. 電動商用車生産台数/金額予測

第4章
電動商用車の性能/コスト分析
1. 電動商用車性能ランキング
電動バス/トラック航続距離ランキング
電動バス/トラック最高速度ランキング
電動バス/トラック蓄電容量ランキング
電動バス/トラック積載重量ランキング
電動フォークリフト蓄電容量ランキング
電動商用車蓄電総容量ランキング
電動商用車駆動モータ出力ランキング

2. 電動商用車性能分析
航続距離 × 搭載電池容量
航続距離 × 駆動モータ出力
モーター出力×エンジン出力
モーター出力×搭載電池容量
電動建機/農機 出力力性能比較

3. 電動商用車蓄電性能分析
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載車
三元系リチウムイオン電池搭載車
鉛蓄電池搭載車
シリコンバッテリー搭載車
ウルトラキャパシタ搭載車
燃料電池搭載車

4. 電動商用車駆動モータ性能分析
AC Induction Motor
PM Synchronous Motor
その他の駆動用Motor

5. 電動商用車コスト分析
蓄電池搭載商用電気自動車
燃料電池搭載商用電気自動車
ハイブリッド電動商用車
中国 電動バス市場 CY20メーカーシェア

種類別生産台数/金額予測
地域別生産台数/金額予測
総生産台数/金額メーカーシェア予測

2. 電動タイプ別電動商用車市場予測（台数）
バッテリー搭載電気商用車市場
燃料電池搭載電気商用車市場
HVシステム型電動商用車市場
PHVシステム型電動商用車市場

3. 電動商用車 車両性能別市場予測
航続距離別電動バス/トラック市場予測
蓄電容量別電動バス/トラック市場予測
積載重量別電動バス/トラック市場予測
モータ最高出力別電動商用車市場予測

4. 電動商用車 車両性能別市場予測
電動商用車搭載電池パック数量予測
電動商用車搭載電池総容量規模予測
積載重量別電動バス/トラック市場予測
モータ最高出力別電動商用車市場予測

5. 電動商用車 種類別地域別市場規模予測
電動バス市場地域別市場規模予測
電動トラック市場地域別市場規模予測
電動建設車両市場地域別市場規模予測
電動農業車両市場地域別市場規模予測
その他電動商用車地域別市場規模予測

6. 電動商用車総市場規模予測（金額）
タイプ別総市場規模予測
地域別総市場規模予測
総市場機体メーカーシェア予測

第7章
電動商用車関連国内特許出願個表
電動トラックパワートレイン別市場規模予測

調査中
調査中

調査中

