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◼ テスラ・モーターズの Maxwell
市場規模予測
Technologies 買収で大容量キャ
パシタ市場は激変。相次ぐキャパシ
タメーカーの撤退で業界再編へ。
◼ 大容量エナジストレージデバイスとし
て注目を集めるリチウムイオンキャパ
シタ、車載用での採用で急成長への
期待高まる。新規参入メーカーによる
新たな展開の可能性。
◼ アイドリングストップではLTO搭載で
EDLCの競争力低下。
◼ 電動車でのキャパシタ採用は2025
年以降に本格化、再び成長軌道へ。

キャパシタ性能分析
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Advanced Capacitors 2020
Ch1 アドバンストキャパシタ市場動向
1. キャパシタ市場規模推移
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

キャパシタ市場動向
総市場規模推移
メーカーシェア推移
総容量規模推移
総市場用途別内訳
総市場セル容量別内訳
総市場形状別内訳

2. キャパシタ市場の注目動向
(1) アイドリングストップは電池へ
(2) 車載用途では温度特性が鍵
(3) EDLC vs LIC

3. キャパシタコスト構造

(1) 車載用で１F=0.7円以下
(2) Wh単価は800円台へ
(3) EDLC/LICの材料費構成

Ch 2 キャパシタメーカー動向
1. 日本ケミコン

(1) 燃費削減車載需要は減少へ
(3) 低容量電動ドアロック用EDLC
(3) エンジン再始動用途EDLC

2. ジェイテクト
(1)
(2)
(3)
(4)

高耐熱LIC生産開始
低温特性向上の技術
車載用途でのさらなる展開
今後のキャパシタ市場を牽引

資料目次/内容見本

(2) テスラによる買収の影響
(3) キャパシタからバッテリーへ
(4) 中国CRRC-SRIとの提携

7. Supreme Power Solutions
(1) 2019年19M Cellsの見込み
(2) エネルギー貯蔵ソリューション
(3) 幅広いラインナップと内部抵抗値

8. Vinatec

(1) 中容量キャパシタで安定成長
(2) 2シリアル型モジュール
(3) LICとPulse Capacitor

3. キャパシタ材料市場規模予測

12. Cap-XX/村田製作所

Ch 5 キャパシタ総市場規模予測

(1) ハイブリッドキャパシタへシフト
(2) 大容量ラミネートセルに集約
(3) 高い実績の電気バス向けキャパシタ
(1) Cap-xxへの事業売却
(2) 車載用最薄EDLC展開
(3) 豪生産工場への移管

14. TDK

(1) キャパシタ事業撤退か

1. 大容量キャパシタ特許分析

11 上海奥威科技开发

4. 太陽誘電

6. Maxell Technologies

Ch 4 キャパシタ技術動向

2. 大容量キャパシタの性能分析

(1) コイン型終息へ
(2) 限定的なラインナップ
(3) アルミ電解コンデンサにシフト

(1) 低温・高温特性に優れた製品展開
(2) 好調なuStart Moduleの適用
(3) 85℃までに対応するICADセル

(1) 武蔵精密工業へ親会社異動
(2) LIC応用展開の方向性
(3) 車載用途での実用化を模索

(1) ハイブリッド車 主電源
(2) アイドリングストップ
(3) 電池代替/電池補助

10. パナソニック

13. Ioxus

5. JM エナジー

3. 自動車パワートレーン

(1) 電池メーカーのEDLC
(2) セル容量は350/310F
(3) キャパシタとLTO

(1) 正極材料の開発
(2) インクジェット技術による二次電池
(3) 第二のジェイテクトへの可能性
300F以下EDLC/LIC中心
的を絞った用途展開
LICの技術開発進展
業界トップクラス105℃対応

電動パワーステアリング
ステアリングバイワイヤ
非常用ジャンプスタータ
電動ドアロックバックアップ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

9. 天津力神電池

3. リコー

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1) EDLCへの本格参入
(2) ICカードセルタイプの低背型
(3) 次世代スマートカードに適用

Ch 3

注目需要分野動向

1. Electronics Component
(1) スマートメータ
(2) ウェラブル端末
(3) ドライブレコーダ

2. 自動車フェールセーフ電源

LIC関連特許出願急増
有力メーカーEDLC特許出願
LIC有力メーカー関連特許公開
自動車メーカー関連特許公開
海外有力メーカー関連特許公開

(1) 使用温度範囲
(2) 内部抵抗低減
(3) エネルギー密度

(1) 電極炭素材料市場規模予測
(2) 電解液市場規模予測
(3) セパレータ市場規模予測

1. 大容量キャパシタ市場規模予測
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

総市場規模予測
EDLC/LIC別市場規模予測
セルタイプ別市場規模予測
総容量規模予測
EDLC/LIC別総容量規模予測

2. 用途別タイプ別市場規模予測
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

用途別総市場規模予測
用途別EDLC市場規模予測
用途別LIC市場規模予測
自動車用キャパシタ市場規模予測
アイドルストップキャパシタ市場規模予測

3. 大容量キャパシタ市場の将来像
(1) 平均F単価低減予測
(2) 平均Wh単価低減予測
(3) EDLC/LIC別平均単価予測

Ch 6 キャパシタ関連特許公開個表

