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2022 年 3 月 16 日（水曜日）No.22031601                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：99.925,489人（全人口比：78.9%））14日現在

(2)新型コロナ感染状況（4,070,519人（1万人当り152.9人）東京878,789人）15 日現在

(3)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2022 スマートモビリティ市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ソニー株式会社（本田技研工業とEVで提携）2022年 3月

同社グループは、電気自動車（ｴ V）の事業化でホンダと連携すると発表。両社で 2022

年中に共同出資会社を設立し、25 年の販売開始を目指す。海外も含めて EV の競争のが激

しくなる中で、実績のある自動車大手と組んで先進的なEV開発や早期の商品化につなげる。

(4)スマートデバイス（ネルギー関連）

新刊「2022 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱ガス化学株式会社（半導体部材で攻勢）2022年3月

同社は、半導体関連部材の供給能力を世界で増強する。22年にはタイで半導体パッケー

ジ用材料の増産体制を整え中国では半導体洗浄液の新工場も稼働させる。高速通信規格

「5G」の普及やデーターセンタ向けなどの拡大で、半導体の需要は旺盛で微細化も進む。。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

新刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇ＦＤＫ株式会社（全固体電池に投資）2022年 3月

同社は、富士通子会社で電池を製造している。22年度にも次世代電池の本命とされる。全固

体電池の販売を始める。小型タイプで電子部品事業との相乗効果も見込めるとして工場の生産

設備などへの採用を目指す考え。一方の主力であるニッケル水素電池などは逆風となっている、

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇三菱マテリアル株式会社（秋田に地熱発電所建設）2022年 3月

同社は、秋田県で新たな地熱発電所を稼働する。出力は約 1 万 5,000kW を想定し 2031

年にも発電を開始。秋田県は地熱エネルギー量が多いため事業に適すると判断。地熱は天

候に左右されず発電能力に対する設備の稼働率が高い特徴もあり地域の自給自足の拡大へ

掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2022 年 2 月 15 日（水曜日）No.22021503                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：99.925,489人（全人口比：78.9%））14日現在

(2)新型コロナ感染状況（4,070,519人（1万人当り152.9人）東京878,789人）15 日現在

(3)スマートデバイス（記録デバイス関連）

既刊「2022 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社東芝（ＨＤＤ大容量化で新技術）2022年 2月

同社は、デジタル機器の記憶装置であるハードディスク駆動装置（HDD）で攻勢にでる。

新たに記録能力を大幅に高める技術を開発。マイクロ波を活用する技術で販売する最大容

量のHDDから約7割増となる30テラバイト超の開発も視野に入れる。シェア拡大を目指す。

(4)スマートバッテリー（蓄電池関連）

新刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○トヨタ自動車株式会社他（二次電池に大型投資）2022年 2月

同社や日産自動車が電気自動車（EV）向け二次電池の投資を増やす。トヨタは2030年ま

でに2兆円を投じ、日産は次世代技術の全固体電池の製造ラインを24年に立ち上げる。だ

が電池の確保を競うなか、欧米勢より遅れて電池戦略を発表した日本勢は慎重さが残る。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

新刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇株式会社ヒラノテクシード（ＥＶ電池関連装置存在感）2022年 2月

同社は電池向け塗工機で国内最大手である。国内外の電池メーカーから電池を増産するので

納入時期などの問い合わせが相次いでいる。2020年度の受注残は261億円で、前年度より約7

割増やしている。新規の顧客には納期は2年先になると伝えている。1台10億円の機器もある。

(6)スマート家電（デジタル家電）

新刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇2021年デジタルカメラ国内出荷台数（CIJA）2022年2月

カメラ映像機器工業会（CIPA）によると、2021年のデジタルカメラの世界出荷台数は、

20年比6%減だった。当初は新型コロナウイルス渦で大きく落ち込んだ20年からの反転が

見込まれていたが、半導体などの部品不足が直撃し過去最低を更新。なお出荷額はプラス。

掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2022 年 2 月8 日（水曜日）No.22020802                              JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：99.837,916人（全人口比：78.8%））2日現在

(2)新型コロナ感染状況（3,024,844人（1万人当り152.6人）東京634,483人）3 日現在

(3)スマートバッテリー（蓄電池関連）

新刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○パナソニック株式会社（テスラ向け新型二次電池量産）2022年 1月

同社は、米電気自動車（EV）大手テスラ向け新型二次電池の量産に踏み切った。過去に

米工場の立ち上げに苦戦した経緯から、熟練技術者を確保できる日本国内でまず、量産を

開始。コストやスピードにも配慮しながら、新型二次電池の大量生産を軌道に乗せる。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○伊藤忠商事株式会社（電気自動車で分散型電源）2022年 1月

同社は、電気自動車（EV）と太陽光発電を活用し施設の電力需要を効率的に運用する実

証実験を始めた。22 年 1月からスーパーで宅配用EV を使い人口知能（AI）が利用状況に

応じて最適な充放電を制御。多様な電源をまとめて連携をさせる電力システムを目指す。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇三菱重工業株式会社（次世代原子力発電所実用化へ）2022年 1月

同社は、次世代原発の開発うぃ加速させている。脱炭素のエネルギーが主体となる時代を見

据え、出力調整がより柔軟な中型原発を2030年代に実用化する。加えて比較的安全性が高いと

され、建設コストも抑えられる小型原発も40年頃実用化。技術革新で需要の取り込みを狙う。

(6)スマート家電（デジタル家電）

近刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇2021年パソコン国内出荷台数（JEITA）2022年 1月

JITA によると、2021 年のパソコン（PC）の国内出荷台数が、20年比 15％減の886 万 9

千だったと発表した。20年に新型コロナウイルスの感染拡大や国の政策などで、テレワー

クやオンライン教育向け需要が急増した反動が出た。需要回復は22年秋以降とみている。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2022 年 2 月1 日（水曜日）No.22020101                              JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：99.516,805人（全人口比：78.6%））18日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,979,615人（1万人当り151.6人）東京424,115人）19 日現在

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○住友金属鉱山株式会社（次世代パワー半導体材料）2022年 1月

同社は、電気自動車（EV）用などで需要拡大が見込まれる次世代パワー半導体向けウエ

ハーに量産を開始する。一般的なシリコン製などに比べ電力損失を大幅に抑えられる。さ

らに独自技術によりウエハーを2層化することで、安価な材料を併用できるようにした。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○丸紅株式会社（脱炭素の交通サービス）2022年 1月

同社は、移動手段の脱炭素に向けた市場開拓を進めている。このほど、米インテル子会

社で自動運転やや交通系IT（情報技術）などを手掛けるイスラエル企業２社と業務提携を

結んだ。日本向けの次世代交通サービスを開発・展開する。電気自動車（EV）の普及で産

業構造が大きく変化するなか、脱炭素社会に沿った新たな交通サービスの需要を取り組む。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

既刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇本田技研工業株式会社（米ＥＶ電池新興会社に2％出資）2022年 1月

同社は、電気自動車（EV）の電池を開発する米国のスタートアップ「SES」に2％出資するに

約 2％出資すると発表。出資額は公表していない。同社は次世代電池の一つである「リチウム

金属電池」に関する共同開発契約を結んだ。現在主流のリチウムイオン電池よりも効率が高い。

(6)スマート蓄電池（蓄電池関連）

近刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇豊田通商株式会社（ケニアで蓄電池の再生）2022年1月

同社は、使用済みの蓄電池の再生事業を拡大している。同社がケニアなどで太陽光発電

システムや電動バイク蓄電池のリユースなどを手掛ける英スターアップ企業に出資した。

また、丸紅も21年秋に米スタートアップ出資し、大型蓄電池開発関連事業に参入した。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2022 年 2 月 22 日（水曜日）No.22022204                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：99.925,489人（全人口比：78.9%））14日現在

(2)新型コロナ感染状況（4,070,519人（1万人当り152.9人）東京878,789人）15 日現在

(3)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2022 スマートモビリティ市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日産自動車株式会社（ＥＶモーターから希土類回収）2022年 2月

同社と早稲田大学は、電動車のモータ用磁石からレアアースを回収する技術の開発に乗

り出した。レアアースは磁石などの材料として産業に欠かせない半面、山地が特定の国に

限定。回復して再利用する動きが普及すれば、日本全体でサプライチェーンの強化となる。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2022 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○商船三井株式会社（風力で脱炭素の取り組み）2022年 2月

同社は、風力を生かした脱炭素の取り組みを進めている。繊維強化スラスチック（FRP）

など作った「硬翼帆」による風力推進装置が完成。船上に設置することで従来の船に比べ

て温暖化ガスを5～8％ 削減する。2022年秋にも運航開始する計画で同社にとって追い風

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

新刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇ＪＸ金属株式会社（二次電池材新興会社に出資）2022年 1月

同社は銅錬大手である。電気自動車（EV）向けなどに活用できる二次電池向け材料を開発す

るイスラエルの新興会社に出資。スポンジ多孔質構造を持つ金属箔の電極素材を手掛け、電動

車の走行距離向上などにつながるとする。基板材となる銅箔などの分野で連携を検討していく。

(6)スマートモビリティ（環境対応車関連）

新刊「2022 スマートモビリティ市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇ブリヂストン株式会社（欧州タイヤ販売店でEV整備）2022年1月

同社は、米国の新興電気自動車メーカーであるフィスカーと保守サービスで手を組む。

フィスカーがEVを投入する22年11月以降、欧州にあるブリヂストン傘下の販売店でタイ

ヤの点検や空気の充填だけでなく車両の保守や修理サービスまでを提供。競争力を高める。

掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2022 年 2 月 15 日（水曜日）No.22021503                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：99.925,489人（全人口比：78.9%））14日現在

(2)新型コロナ感染状況（4,070,519人（1万人当り152.9人）東京878,789人）15日現在

(3)スマートデバイス（記録デバイス関連）

既刊「2022 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社東芝（ＨＤＤ大容量化で新技術）2022年 1月

同社は、デジタル機器の記憶装置であるハードディスク駆動装置（HDD）で攻勢にでる。

新たに記録能力を大幅に高める技術を開発。マイクロ波を活用する技術で販売する最大容

量のHDDから約7割増となる30テラバイト超の開発も視野に入れる。シェア拡大を目指す。

(4)スマートバッテリー（蓄電池関連）

新刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○トヨタ自動車株式会社他（二次電池に大型投資）2022年 1月

同社や日産自動車が電気自動車（EV）向け二次電池の投資を増やす。トヨタは2030年ま

でに2兆円を投じ、日産は次世代技術の全固体電池の製造ラインを24年に立ち上げる。だ

が電池の確保を競うなか、欧米勢より遅れて電池戦略を発表した日本勢は慎重さが残る。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

新刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇株式会社ヒラノテクシード（ＥＶ電池関連装置存在感）2022年 1月

同社は電池向け塗工機で国内最大手である。国内外の電池メーカーから電池を増産するので

納入時期などの問い合わせが相次いでいる。2020年度の受注残は261億円で、前年度より約7

割増やしている。新規の顧客には納期は2年先になると伝えている。1台10億円の機器もある。

(6)スマート家電（デジタル家電）

新刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇2021年デジタルカメラ国内出荷台数（CIJA）2022年1月

カメラ映像機器工業会（CIPA）によると、2021年のデジタルカメラの世界出荷台数は、

20年比6%減だった。当初は新型コロナウイルス渦で大きく落ち込んだ20年からの反転が

見込まれていたが、半導体などの部品不足が直撃し過去最低を更新。なお出荷額はプラス。

掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2022 年 2 月8 日（水曜日）No.22020802                              JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：99.837,916人（全人口比：78.8%））2日現在

(2)新型コロナ感染状況（3,024,844人（1万人当り152.6人）東京634,483人）3 日現在

(3)スマートバッテリー（蓄電池関連）

新刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○パナソニック株式会社（テスラ向け新型二次電池量産）2022年 1月

同社は、米電気自動車（EV）大手テスラ向け新型二次電池の量産に踏み切った。過去に

米工場の立ち上げに苦戦した経緯から、熟練技術者を確保できる日本国内でまず、量産を

開始。コストやスピードにも配慮しながら、新型二次電池の大量生産を軌道に乗せる。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○伊藤忠商事株式会社（電気自動車で分散型電源）2022年 1月

同社は、電気自動車（EV）と太陽光発電を活用し施設の電力需要を効率的に運用する実

証実験を始めた。22 年 1月からスーパーで宅配用EV を使い人口知能（AI）が利用状況に

応じて最適な充放電を制御。多様な電源をまとめて連携をさせる電力システムを目指す。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇三菱重工業株式会社（次世代原子力発電所実用化へ）2022年 1月

同社は、次世代原発の開発うぃ加速させている。脱炭素のエネルギーが主体となる時代を見

据え、出力調整がより柔軟な中型原発を2030年代に実用化する。加えて比較的安全性が高いと

され、建設コストも抑えられる小型原発も40年頃実用化。技術革新で需要の取り込みを狙う。

(6)スマート家電（デジタル家電）

近刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇2021年パソコン国内出荷台数（JEITA）2022年 1月

JITA によると、2021 年のパソコン（PC）の国内出荷台数が、20年比 15％減の886 万 9

千だったと発表した。20年に新型コロナウイルスの感染拡大や国の政策などで、テレワー

クやオンライン教育向け需要が急増した反動が出た。需要回復は22年秋以降とみている。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2022 年 2 月1 日（水曜日）No.22020101                              JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：99.516,805人（全人口比：78.6%））18日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,979,615人（1万人当り151.6人）東京424,115人）19 日現在

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○住友金属鉱山株式会社（次世代パワー半導体材料）2022年 1月

同社は、電気自動車（EV）用などで需要拡大が見込まれる次世代パワー半導体向けウエ

ハーに量産を開始する。一般的なシリコン製などに比べ電力損失を大幅に抑えられる。さ

らに独自技術によりウエハーを2層化することで、安価な材料を併用できるようにした。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○丸紅株式会社（脱炭素の交通サービス）2022年 1月

同社は、移動手段の脱炭素に向けた市場開拓を進めている。このほど、米インテル子会

社で自動運転やや交通系IT（情報技術）などを手掛けるイスラエル企業２社と業務提携を

結んだ。日本向けの次世代交通サービスを開発・展開する。電気自動車（EV）の普及で産

業構造が大きく変化するなか、脱炭素社会に沿った新たな交通サービスの需要を取り組む。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

既刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇本田技研工業株式会社（米ＥＶ電池新興会社に2％出資）2022年 1月

同社は、電気自動車（EV）の電池を開発する米国のスタートアップ「SES」に2％出資するに

約 2％出資すると発表。出資額は公表していない。同社は次世代電池の一つである「リチウム

金属電池」に関する共同開発契約を結んだ。現在主流のリチウムイオン電池よりも効率が高い。

(6)スマート蓄電池（蓄電池関連）

近刊「2022 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇豊田通商株式会社（ケニアで蓄電池の再生）2022年1月

同社は、使用済みの蓄電池の再生事業を拡大している。同社がケニアなどで太陽光発電

システムや電動バイク蓄電池のリユースなどを手掛ける英スターアップ企業に出資した。

また、丸紅も21年秋に米スタートアップ出資し、大型蓄電池開発関連事業に参入した。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2022 年 1 月 26 日（水曜日）No.22012603                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：99.516,805人（全人口比：78.6%））18日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,979,615人（1万人当り151.6人）東京424,115人）19日現在

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○住友金属鉱山株式会社（次世代パワー半導体材料）2022年 1月

同社は、電気自動車（EV）用などで需要拡大が見込まれる次世代パワー半導体向けウエ

ハーに量産を開始する。一般的なシリコン製などに比べ電力損失を大幅に抑えられる。さ

らに独自技術によりウエハーを2層化することで、安価な材料を併用できるようにした。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ダイキン工業株式会社（小水力の発電設備）2022年1月

同社は、上水道施設に設置する小水力発電について、設置可能場所を増やす機器を2022

年度中にも相次ぎ実用化。全国の水道施設は2万7千ケ所以上あるが、水力発電は一部に

とどまり有効活用されておらず、高低差や水量が少ない場所など対応できる環境を加速。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

既刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇日産自動車株式会社（電力の安い時間帯にEV給電）2022年 1月

同社は、人工知能（AI）技術を使って、再生可能エネルギーの安い時間帯に電気自動車（EV）

に充電する実証実験を福島県浪江町で始めている。25年までの事業化を目指としている。実験

は2月28日までで町役場の職員向けにEVのカーシェアリング事業を組み合わせて検証する。

(6)スマート家電（デジタル家電関連）

既刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇2021年 11月パソコン国内出荷実績（電子情報技術産業協会）2022年 1月

JEITA によると、2021 年 11月のパソコン（PC）の国内出荷台数が前年同月比56％減の

50万9千台だった。国の政策で20年夏頃から拡大したオンライン教育向け需要の反動で、

8ケ月連続の減少となった。PCメーカーは、高価格の製品のラインアップを増やす。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2022 年 1 月 19 日（水曜日）No.22011902                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：99.256,959人（全人口比：78.4%））10日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,773,077人（1万人当り151.3人）東京388,766人）10日現在

(3)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日産自動車株式会社（英国で新型ＥＶ販売へ）2022年 1月

同社は英国で多目的スポーツ車（SUV）の新型電気自動車（EV）を投入する。新型 EV「ア

リア」と同じプラットホーム（車台）を使い、四輪駆動技術ｅ-フォースも搭載する予定。

発売時期などは明らかにしていないが、約600億円と投じて、英国の工場で生産する予定。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートコミュニティ市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱商事株式会社（スマートシティで自動運転）2022年 1月

同社は、スマ－トシティを舞台に自動運転の実証に取り組んでいる。神奈川県鎌倉やイ

ンドネシアで相次いで実証実験を始める。次世代移動サービス「Mas（マース）」を活用し、

都市交通の課題解決やヘルスケア分野で事業創出を目指す。自動運転などの導入を進める。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

既刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇伊藤忠商事株式会社（二次電池ビジネス拡大）2022年 1月

同社の電池ビジネスが拡大している。出資先の電池開発スタートアップ、米 24M テクノロジ

ーズ（米マサチューセッツ）が独フォルクスワーゲン（VW）と資本提携。VWの出資を受けて車

載用電池を共同開発。電気自動車（EV）に最小されたことで、次世代電池の世界販売を加速。

(6)スマートバッテリー（蓄電池関連）

既刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇日産自動車株式会社（全固体電池の実用化）2022年1月

同社の電池戦略の特徴は全固体電池の実用化時期を明確にし、コスト削減目標を明示し

た。全固体電池は液系のリチウムイオン電池に比べて充電期間が短く、安全性が高いとさ

れる。同社によるとエネルギー密度を現状の２倍に高め、充電時間を３分の1に短縮する。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2022 年 1 月 12 日（水曜日）No.22011201                           JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：98.140,744人（全人口比：77.5%））20日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,729,953人（1万人当り150.1人）東京382,602人）21 日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○リニューアブル・ジャパン株式会社（太陽光発電所の開発）2021年12月

同社は、太陽光発電所の開発・運営を手掛ける。自社保有による発電のほか、他社が持つ

発電所の運用・保守も扱う。発電所の開発資金を債券発行によって市場調達する手法で事

業拡大してきた。売電や運用・保守などのストック収入が売上高の7割程度を占める。

(4)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○トヨタ自動車株式会社（ＥＶ販売を350万台に上方修正）2021年 12月

同社は、電気自動車（EV）の世界見通しを上方修正し、2030年に350万台まで増やすと

発表。従来の1.75倍（200万台から150万台上乗せ）となる。30車種を展開し、ラインア

ップを拡充する。世界的な市場拡大に対応するためEVの開発や生産設備に4兆円を投じる。

(5)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 スマートモビリティ市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇コスモエネルギーHD株式会社（ＥＶを通じた電力制御）2021年 12月

同社が法人や自治体向けに、電気自動車（EV）を通じた電力制御を始める。子会社のコスモ

石油マーケティング（東京・港）がスマートアップ企業と業務提携しEVの管理システムを2022

年春に導入。脱炭素の流れを受けた多角経営の一環で、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う。

(6)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇トヨタ自動車株式会社（米国で蓄電池工場建設）2021年 12月

同社北米事業体のトヨタ・モーター・ノース・アメリカは、米国で計画していた車載用

蓄電池工場の建設地を米ノースカロライナ州のグリーンズボロ・ランドルフ・メガサイト

に決定した。投資額は約12億9000万ドル（約1430億円）で、2025年から稼働を開始。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2021 年 12 月22 日（水曜日）No.21122204                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：98.140,744人（全人口比：77.5%））20日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,729,953人（1万人当り150.1人）東京382,602人）21 日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○デンカ株式会社（水力発電所を新設）2021年 12月

同社は、水力発電所を環境対策の柱に据えている。新潟県で発電所を約半世紀ぶりに新設。

22年にはさらに次の稼働も控える。創業当初から水力発電を積極的に活用しており、現在では

全社の電力使用量4割程度を水力でまかなう。カーボンニュートラルの実現に向けていく。

(4)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日産自動車株式会社（全固体電池搭載のＥＶ）2021年 12月

同社は、。後続距離が大幅に伸びる次世代型の全固体電池の量産に向けて1400億円に投

資する。横浜市の自社工場の敷地に試験的な生産ラインを作る。28年度までに全固体電池

を搭載した電気自動車（EV）を発売する予定。全固体電池は充電時間が短く安全性が高い。

(5)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇中部電力株式会社（再生エネルギーで海外成長）2021年 12月

同社は、海外事業に力を入れている。2021年度から30年度までの10年間で海外事業に4000

億円を投じる。20 年には三菱商事と共同でオランダの電力会社、エネコを買収し 21 年 9 月に

はベトナムの民間水力発電大手に2割出資すると発表。中部電力で海外事業を担うとしている。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギ－市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇東京電力HD株式会社（浮体式風力の実証開始）2021年12月

同社の子会社で再生可能エネルギーを手掛ける東京電力リニューアブルパワー（RP）は、

ノルウェーで浮体式洋上風力発電の実証機を稼働。最大出力は3600kW。3～5年かけて運転

データを取得、20年代後半以降に日本で浮体式の風力発電所を建設することを目指す。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 12 月15 日（水曜日）No.21121503                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：97.696,030人（全人口比：77.3%））9日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,728,299人（1万人当り149.9人）東京382,369人）12日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2022 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○住友商事株式会社(水素製造装置の商用化）2021年 12月

同社は、海外で水素サプライチェーン（供給網）の構築へ取り組みを加速させている。英国

で天然ガスから作るブルー水素や再生可能エネルギーから作るグリーン水素を製造するプロジ

ェクトで事業化に向けた調査に乗り出した。マレーシアでも日本に導入する調査を始めている。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2022 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2021年 7～9月期太陽光パネル国内出荷量（太陽光発電協会）2021年12月

太陽光発電協会（東京・港区）は、2021 年 7～9 月の太陽光パネルの国内出荷量が前年

同期比 11％増の約 142 万ｋW だったと発表した。6 四半期ぶりに増加に転じた。新型コロ

ナウイルスの感染拡大で太陽光発電所の建設が落ち込んだ20年7～9月からの反動が要因。

(5)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇スズキ株式会社（国内で軽ＥＶ100万台へ）2021年12月

同社は、2025年までに国の補助金などを活用して実質負担額を100万円台におさえた軽自動

車サイズの電気自動車（EV）を国内投入。主力のインド市場に続く動きで、ガソシン車並みの

水準に抑えて普及を目指す。同社によれば国内市場でも軽自動車の顧客に提案することは重要。

(6)スマートデバイス（記録デバイス関連）

近刊「2022 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇株式会社東芝（ＨＤＤの生産倍増）2021年12月

同社は、デジタル機器の記録装置であるハードディスク装置（HDD）を増産。主力のデー

タセンター向け大容量製品の生産能力を2023年３月期末までに21年期末比で約2倍に。

高速通信規格「5G」やクラウドサービスの普及で同センターの新規増設が相次いでいる。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 12 月8 日（水曜日）No.21120802                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：97.524,457人（全人口比：77.1%））6日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,727,711人（1万人当り149.9人）東京382,286人）7日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○旭化成株式会社(水素製造装置の商用化）2021年 12月

同社は、世界最大級の水素製造装置の商用化に乗り出す。製造する水素のコスト低減のカギ

を握るのが装置の大型化である。独シーメンス・エナジーやディッセン・クルップなども大型

装置の開発を進めており競争が激化する見通し。1ユニット当たりの最大出力は10MＷとする。

(4)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2022 スマートモビリティ市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○伊藤忠商事株式会社（商用トラックで輸出支援）2021年 12月

同社が電気自動車（EV）関連事業を強化している。バッテリー交換式EVの実証に乗り出

したほか、電動化が進んでいる中国の商用バンの海外販売を支援。世界的な脱炭素社会の

動きを受け物流業界ではEVへの移行が加速している。EV分野で広がる裾野の開拓をする。

(5)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇スズキ株式会社（国内で軽ＥＶ100万台へ）2021年12月

同社は、2025年までに国の補助金などを活用して実質負担額を100万円台におさえた軽自動

車サイズの電気自動車（EV）を国内投入。主力のインド市場に続く動きで、ガソシン車並みの

水準に抑えて普及を目指す。同社によれば国内市場でも軽自動車の顧客に提案することは重要。

(6)スマートデバイス（記録デバイス関連）

近刊「2022 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇株式会社東芝（ＨＤＤの生産倍増）2021年12月

同社は、デジタル機器の記録装置であるハードディスク装置（HDD）を増産。主力のデー

タセンター向け大容量製品の生産能力を2023年３月期末までに21年期末比で約2倍に。

高速通信規格「5G」やクラウドサービスの普及で同センターの新規増設が相次いでいる。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 12 月1 日（水曜日）No.21120101                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：96.081,564人（全人口比：75.8%））21日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,726,905人（1万人当り149.7人）東京382,176人）30日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社ＩＨＩ（メタネーション実証へ）2021年11月

同社は、二酸化炭素（CO2）。を水素と反応させたメタンガスを作る装置を実用化する。都市

ガスとして使えることからアサヒグループホールディングスの拠点に信号機を納入した。東京

ガスなどエネルギー会社がCO2の使い道として有力視するメタネーションの普及を後押しする。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2022 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東京電力株式会社（東京ガス系新電力）2021年 11月

同社と英新電力オクトパスエナジーが共同出資するＴＧトクトパスエナジー（東京・中

央）は、関東圏電力販売を始めた。新規契約者には電気代から1万円を割り引く。将来的

には再生可能エネルギー100％のプランや大手電力より数％安いメニューを出すのを検討。

(5)スマートバッテりー（蓄電池関連）

既刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇株式会社ＧＳユアサ（軽量なリチウム硫黄電池）2021年 11月

同社は、リチウムイオン電池と比べて軽量なリチウム硫黄電池の開発に成功した。新エネル

ギー・産業開発機構（NEDO）の電動航空機を想定したプロジェクトでの一環で開発。同じ質量

でリチウムイオン電池の2倍近い容量を持たせることができる。23年度までに同2.5倍の容量

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇株式会社ＮＥＮＯＳ（グリーン水素に液体で輸入）2021年 11月

同社は、水素事業への取り組みを本格化している。再生可能エネルギーから製造したグ

リーン水素を液体のまま日本にする実証実験に成功た。同社は、千代田工業建設と共同で、

太陽光発電を使って水とトルエンを電気分解し、メチルシクロヘキサンという液体にする。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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22021 年 11 月 24 日（水曜日）No.21112404                           JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：96.081,564人（全人口比：75.8%））21日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,726,220人（1万人当り149.7人）東京382,112人）23日現在

(3)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○本田技研工業株式会社（宅配スクーターのEV比率7割）2021年 11月

同社は、宅配スクーターの電動化を進める。屋根付きの宅配用電動 3 輪バイク「ジャイロキ

ャノピー」を発売、3 種類ある宅配スクーター全てに電気自動車（EV）モデルを揃えた。バイ

クの電動化では一般消費者向けに比べて環境対応を迫られる法人向けが先行する見通しである。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2022 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（ＰｏＣ用インダクタ量産開始）2021年 11月

同社は、車載 PoC（Power over Coax）用インダクタ「ADL3225VM シリーズ」を開発し、量産

を開始。1～1000MHzの広帯域で高インピーダンス特性、3225サイズで業界最高水準の適格電流

を実現。酒田工場（山形県）で月産15万個から量産を開始しており、サンプル価格は100 円。

(5)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2022 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇株式会社SUBARU（初の量産電気自動車を公開）2021年 11月

同社は、初めて世界販売する電気自動車（EV）「ソルナラ」を公開した。トヨタ自動車との共

同開発で、2020年中頃までに日本や米国などで発売する。環境規制が厳しくなる状況で、トヨ

タとの協業を軸に電動化へ動き出す。同社によると、強みを惜しまず良いEVを作りたいとした。

(6)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇日本電産株式会社（ＥＶモータ販売情報修正）2021年 11月

同社は、電気自動車用トラクションモータ「E-Axle」の販売計画を情報修正した。25年

度に350万台と、従来計画より70万台と上積みした。グローバルでの電動化加速で需要が

増加しているためで、北米や中国での新たない一貫生産拠点の設立も視野に入れている。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 11 月17 日（水曜日）No.21111703                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：95.076,093人（全人口比：75.1%））15日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,725,294人（1万人当り149.5人）東京381,990人）16日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○イーレックス株式会社（バイオマス燃料で新会社）2021年 11月

同社は、韓国のサムスン物産とバイオマス燃料事業で提携する。2022年に燃料開発をい手掛

ける新会社を共同で設立する方針。イーレックスは石炭火力発電所のバイオマス転換に乗り出

す計画で燃料を大量調達する必要がある。日韓連合でグローバルな調達構想を目指していく。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱ガス化学株式会社（塗料材料を風力向け需要拡大）2021年 11月

同社がインフラ向けに使う塗料の添加材料で初の海外生産拠点を立ち上げる。塗料を固まり

やすくするメタキシレン（MXDA）の新工場をオランダ・ロッテリダムに新設する。24年 7月メ

ドに生産開始予定である。三菱ガス化学はMXDAを世界唯一に生産しており、最大市場は欧州。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

既刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇ソフトバンク株式会社（容量２倍電池実用化へ）2021年 11月

同社は、米スタートアップのエンパワー・グリーンテックと共同で、同じ重さのリチウムイ

オン電池の約 2倍に電気容量を増やした次世代電池を開発。主流の黒鉛ではなくリチウムを負

極に使ったリチウム金属電池で、1kgあたりの容量は約520w時で2023年の実用化を目指す。

(6)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇日本電産株式会社（ミニＥＶ向けモータ）2021年11月

同社は、ミニ電気自動車（EV）向けモータ市場に参入。世界トップシェアである主力の

精密小型モータの技術を生かし、低出力だが小型で安価なタイプを開発。近く量産化する。

既に電動バイク用は量産を開始しており、自宅と職場や買い物先など往復に使用していく。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 11 月10 日（水曜日）No.21111002                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：93.590,038人（全人口比：73.9%））9日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,724,318人（1万人当り149.0人）東京381,869人）10日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三井物産株式会社（アンモニア燃料の定期船契約）2021年 10月

同社は、アンモニアを船舶燃料として活用する動きが広がっている。三井物産は、2023年末

をメドに、アンモニア燃料への切り替えが可能な業界初のアンモニア運搬船を導入する。商船

三井は23年中にもアンモニアを貨物船の発注を目指す。海の脱炭素に対する需要が高まる。

(4)スマートモビリティ（環境対応車関連）

新刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日産自動車株式会社（避難所でＥＶ活用）2021年10月

同社は、東京都世田谷区と災害連携協定を結んだ。災害時の避難所で、区と協力して電気自

動車（EV）を非常用電源として活用。EVを活用することにより台風や地震などの災害に強いま

ちづくりにつなげるほか、平時から住民の防災意識の向上で協力する。容量は62kW時の電池。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇伊藤忠商事株式会社（再生エネルギー電力の需給調整）2021年 10月

同社は、再生可能エネルギーを安定に供給するビジネスに乗り出す。九州で 5 ケ所の太陽光

発電所を束ねて需給調整の実証試験を開始。太陽光や風力発電など気候などによって変動の大

きい再生エネの安定供給に不可欠な発電量予測のノウハウを蓄積し22年度の実用化を目指す。

(6)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇伊藤忠商事株式会社（中国EV開発大手と提携）2021年10月

同社は、中国の自動車エンジニアリング大手、IAT オートモバイル・テクノロジー（北

京市）と提携した。IAT が設計して中国メーカーが生産した商用の電気自動車（EV）を、

アジアや欧州に輸出。世界に先駆けて中国で普及が進む配送用の小型EVバンを売り込む。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 11 月4 日（水曜日）No.21110401                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：91.156,751人（全人口比：71.9%））1日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,723,027人（1万人当り148.0人）東京381,707人）3日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱商事株式会社（脱炭素需要を取り込む）2021年10月

同社が2030年までに脱炭素関連で2兆円を投資する背景には、旺盛な脱炭素需要を取り込む

狙いがある。収益を支えていた化石燃料から脱却し、再生可能エネルギー、水素・アンモニア

といった次世代エネルギーに重点投資する。60年までに温暖化ガスの排出量をゼロにする目標

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○旭化成ホームズ株式会社（太陽光導入支援）2021年10月

同社は、新築の集合住宅の屋根をオーナーから30年間借りて、太陽光発電や売電をする住宅

商品エコレジグリルを今春から販売している。一般に数百万円ほどかかる場合がある太陽光発

電パネルなどの設置や費用を同社側が負担する。オーナーは投資をい抑えつつ運営ができる。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇株式会社竹中工務店（IOTでビルを省エネ）2021年10月

同社は、スマートシティに対応するシステムを紹介する。三次元都市モデルを使った工事車

両の交通シミュレーションは、渋滞や騒音を軽減しつつ円滑な資材搬入ができるルートを導き

だす。都心部の大規模開発での地元住民の安心感と円滑な施工の両立につなばるとしている。

(6)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇伊藤忠商事株式会社（中国EV開発大手と提携）2021年10月

同社は、中国の自動車エンジニアリング大手、IAT オートモバイル・テクノロジー（北

京市）と提携した。IAT が設計して中国メーカーが生産した商用の電気自動車（EV）を、

アジアや欧州に輸出。世界に先駆けて中国で普及が進む配送用の小型EVバンを売り込む。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2021 年 10 月27 日（水曜日）No.21102704                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：88.586,707人（全人口比：69.9%））26日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,716,699人（1万人当り140.0人）東京377,435人）27日現在

(3)スマートデバイス（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日産自動車株式会社（欧州向けＥＶ商用車）2021年10月

同社は、欧州市場に投入する小型商用車（LCV）の新型車を発表した。電気自動車（EV）とガ

ソリン車を用意し、フランス北部モブージュにある仏ルノーの工場で生産する。発売時期は明

らかにしていないが、21年内の生産開始を目指す。公開した新型車の名称は「タウンスター」。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○阿波製紙株式会社（パワー半導体の供給7割増）2021年 10月

同社は、リチウムイオン電池や水処理関連の部材生産を強化。水から不純物を取り除く逆浸

透膜用部材や電池向け新熱材の増産などの戦略投資に計94億円を投じる。一方、中国やタイで

手掛けるエンジン自動車向け部材は、電気自動車（EV）の台頭をにらみ、追加投資を見送る。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社（アジアで再生エネ新興買収）2021年 10月

同社は、再生可能エネルギー新興企業であるジャパン・リニューアブル・エナジー（JRE）・

東京都港区）を買収する。買収額は2000億円。JREの親会社である米ゴールドマン・サックス

とシンガポール政府投資会社（GIC）から全株式を取得する。脱炭素社会を美見据えている。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇出光興産株式会社（太陽光発電パネル撤退へ）2021年 10月

同社は、子会社で太陽光パネルメーカーのソーラ－フロンテイア（東京都千代田区）が

太陽光パネルの生産から撤退する。2022年 6月をメドに、パネル製造工場である国富工場

（宮崎県国富町）でに生産を取りやめる。競合の中国企業などが大量生産による安い太陽

光パネルでシェアを伸ばしており、苦しい状態が続いていた。年間600万枚の生産能力。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 10 月20 日（水曜日）No.21102003                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：80.853,802人（全人口比：63.8%））11日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,711,576人（1万人当り138.0人）東京376,902人）12日現在

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（樹脂電極の積層セラミック）2021年 10月

同社は、樹脂電極で低抵抗を実現した積層セラミックコンデンサ（MLCC）「CN シリーズ」を

開発、月産 500 万個から量産出荷を開始した。樹脂を用いながら端子抵抗を通常品と同等に抑

制。従来の3225サイズ/10Μfから小型化した「3216サイズ/10μF品」などをラインアップ

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

近刊「2022 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○岩谷産業株式会社（兵庫県に水素技術研究所）2021年 10月

同社は、兵庫県尼崎市に水素研究部門を開設。燃料電池車（FCV）に水素を充填する。水素ス

テーションの建設費を抑えるための材料研究を進めるほか、バイオマス燃料を使うなど環境負

荷が低い水素の製造手法について研究する。研究機関は他社にも開放して共同研究を行う。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社（アジアで再生エネ新興買収）2021年 10月

同社は、再生可能エネルギー新興企業であるジャパン・リニューアブル・エナジー（JRE）・

東京都港区）を買収する。買収額は2000億円。JREの親会社である米ゴールドマン・サックス

とシンガポール政府投資会社（GIC）から全株式を取得する。脱炭素社会を美見据えている。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇出光興産株式会社（太陽光発電パネル撤退へ）2021年 10月

同社は、子会社で太陽光パネルメーカーのソーラ－フロンテイア（東京都千代田区）が

太陽光パネルの生産から撤退する。2022年 6月をメドに、パネル製造工場である国富工場

（宮崎県国富町）でに生産を取りやめる。競合の中国企業などが大量生産による安い太陽

光パネルでシェアを伸ばしており、苦しい状態が続いていた。年間600万枚の生産能力。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 10 月13 日（水曜日）No.21101302                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
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(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：80.853,802人（全人口比：63.8%））11日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,711,576人（1万人当り138.0人）東京376,902人）12日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社（非石油市場に商機）2021年10月

同社は、脱炭素への対応として、非石油事業の拡大を急いている。22年度に短時間に給油所

の販売網を活用した自動無人ロボットによる宅配サービスを含める。電動車のレンタルサービ

ス、空飛ぶ車、営農発電など脱炭素社会に合った事業化も視野に入れる。成長分野に投資する。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社日立パワーデバイス（パワー半導体の供給7割増）2021年 10月

同社は、電圧を制御するパワー半導体の供給量を2024年度までに約7割増やす。受託生産会

社（ファンドリー）への委託を拡大する。各国が脱炭素社会政策を競うなか、電気自動車（EV）

や配電網のエネルギー管理システムの基幹部品の市場を取り組む。増産工場は、茨城県日立市。

(5)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇伊藤忠商事株式会社（東南アジアでEVレンタル）2021年10月

同社は、中国の新興企業の地上鉄租車（シンセン市）と組み商用の電気自動車（EV）のレン

タル事業を日本や東南アジアで始めると発表。主に物流企業向けにEVトラックの導入から運営

管理まで手掛けるサービスを展開。運輸分野は温暖化ガス排出が多く、今後拡大が見込まれる。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇三井物産株式会社（オーストラリアでアンモニア）2021年 10月

同社は、燃焼時に二酸化炭素（CO2）を排出しない燃料アンモニアの生産を開始。オース

トラリアに工場を建設し、2028年にも日本に年100」万tを輸出。投資額は1000億円超。

生産時に発生するCO2は工場近くの排ガス田。30年にアンモニア300万tの調達を目指す。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：73.417,188人（全人口比：58.0%））28日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,697,574人（1万人当り136.0人）東京374,931人）28日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社（非石油市場に商機）2021年 9月

同社は、脱炭素への対応として、非石油事業の拡大を急いている。22年度に短時間に給油所

の販売網を活用した自動無人ロボットによる宅配サービスを含める。電動車のレンタルサービ

ス、空飛ぶ車、営農発電など脱炭素社会に合った事業化も視野に入れる。成長分野に投資する。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○米ウエスタンデジタル社（ＨＤＤの新技術発表）2021年 9月

同社は、米国本社で開催したイベントにおいて、HDDとNANDフラッシュメモリーと組み合わ

せた新しいストレージアーキテクシャーを発表した。すでに同技術を採用したすでに同技術を

採用したHDDのサンプル出荷を開始。新たにストレージアーキテクチャーを開発している。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇株式会社ホールエナジー（再エネルギー電力を入札で直接調達）2021年9月

同社はスタートアップ企業で年内に、需要家が再生可能エネルギーを入札で発電事業者から

調達だできる仕組みの提案を始める。小売電気事業者を介さない直接取引は現在、発電事業者

と需要家が相対で取引するのが一般的。同社は、仕組みの導入で再生エネの導入拡大を後押し。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇ＮＴＴデータ株式会社（水素ガスに混ぜても機器正常）2021年 9月

同社は、経営研究所（東京千代田）などが実施している水素とガスを混合し、ガス機器

に供給する実証実験が大詰めである。ガスコンロや産業ガス機器などに供給したところ、

水素にガスを5割程度混ぜても燃焼度合いや機器への影響がないことが分かったとする。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：65.316,606人（全人口比：52.1%））16日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,679,258人（1万人当り134.0人）東京372,292人）20日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東京海上ホールディングス株式会社（太陽光発電買収を支援）2021年 9月

同社は、太陽光発電事業を買収する際、自然災害のリスク調査と保険を一括で提供するサー

ニスを始める。一貫で対応することで顧客企業の手間を省き、円滑な買収を支援する。脱炭素

に向けて再生可能エネルギーの重要性が高まり、太陽光発電施設の売買は増加傾向にある。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○中央電力株式会社（地熱発電から電力を供給）2021年 9月

同社は、地熱発電の電力を22年 1月から法人向けに供給開始する。年間70万 kW時間を調達

する計画で、徐々に規模を拡大させる。国内ではあまり普及が進んでいない地熱発電が、将来

的に導入が進むとみて先を見据える。熊本県小国町のわいた温泉郷にある地熱発電所である。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

既刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇トヨタ自動車株式会社（二次電池に1.5兆円投資）2021年 9月

同社は、2030年までに車載用蓄電池の開発・生産に1.5兆円を投資する。ニッケル水素電池、）

リチウムイオン電池（LiB）の進化や全固体電池の導入を推し進めるとともに、同年までに年産

200GWh以上の生産体制を構築する。同社は、30年までに電動車800万台を販売する予定である。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

〇三菱重工業株式会社（水素タービン商用化）2021年9月

同社は、水素ガスタービン事業を本格化する。2025年には火力発電所などで使う大型ガ

スタービンで天然ガスに水素を30％混ぜて使う技術、30年以降は燃料の100％を水素とす

る技術を使用する計画。同社の技術は業界で最も発電効率が高く、需要拡大が予想される。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：63.151,091人（全人口比：50.2%））13日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,651,352人（1万人当り143人）東京367,898人）14日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社レノバ（佐賀でバイオマス発電）2021年 9月

同社は、佐賀県でバオイマス発電所を建設する。同発電所を開発するのは７ケ所目。同社は

太陽光発電を中心に開発してきたが国内の適地は減少。今後はバイオマスや洋上風力を中心に

再生可能エネルギーを加速。「唐津バイオマス発電所（佐賀県唐津市）」24年 12月稼働予定。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○中央電力株式会社（地熱発電から電力を供給）2021年 9月

同社Ｇは、地熱発電の電力を22年1月から法人向けに供給開始する。まずは年間70万 kW時

間を調達する計画で、徐々に規模を拡大させる。国内ではあまり普及が進んでいない地熱発電

が、将来的に導入が進むとみて先を見据える。熊本県小国町のわいた温泉郷にある地熱発電所。。

(5)スマートエネルギー（新デバイス関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東北電力株式会社（新潟でバイオマス発電）2021年9月

同社とシンガポールのエネルギー企業であるエクイス・デベロップメントと東北電力は、新

潟県聖籠町の新潟東港工業地帯にバイオマス発電所を建設する。木質ペレットやパームヤシ殼

を燃料とし、出力規模は5万kW。2022年３月に土地を造成工事を始め、22年 5月に着工する。

(6)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ トヨタ自動車株式会社（自動車用電池1.5兆円投資）2021年 9月

同社は、車載用電池に2030年までに1兆5千億円を投資すると発表。このうち1兆円で

生産能力を現在の33倍の2億kW時に増やす。従来目標を1割今日、上積みした。研究開

発に5千億円を投じ、電動車1台当たりの電池コストを半分以下にする目標も示した。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 9 月 15 日（水曜日）No.21091503                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：58,043,726人（全人口比：50.2%））5日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,582,673人（1万人当り140人）東京357,563人）6日現在

(3)スマートバッテリー（蓄電池関連）

既刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社日立製作所（電気自動車用の充電システム）2021年 8月

同社は、設置面積を従来比で 4 割減らせる電気自動車（EV）向け充電設備を開発。変圧器な

どの部品を電圧を制御するパワー半導体に置きかえた。充電する車の台数に対応して急速充電

と普通充電を切り替えられる機能を搭載した。EVの普及に欠かせない充電オンフラを取り込む。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○旭化成株式会社他（再生エネルギー由来のアンモニア）2021年 8月

同社と日揮ホールディングスは、再生可能エネルギー由来の水素からアンモニアを生産する

実証試験を始める。化学品原料となるアンモニアの生産設備を共同で建てる。製造業では化学

業界は鉄鋼業界の次に二酸化炭素（CO2）排出量が多い。原油からアンモニアに切り替える。

(5)スマートエネルギー（新デバイス関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＥＮＥＯＳ株式会社（クリーン水素を充填施設で製造）2021年 8月

同社は、水素ステーション内で、再生可能エネルギーを使って水を電気分解して二酸化炭素

（CO2）を排出しないクリーン水素の製造と販売を始めた。商用目的の取り組みとしては業界初

となる燃料電池車（FCV）の普及をにらんで、水素ステーションでも、CO2フリーも水素を充填。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社トクヤマ（竹でバイオマス発電）2021年 8月

同社は、2021年秋にバイオマス発電の燃料を使用する実験を開始する。ノートなどの原

料にする竹林の管理に貢献するほか、気候変動対策などにも役立てる。同社は、セメント

などを作るﾄｸﾔﾏ工場（山口県徳山市）の石炭ボイラーに岳を混ぜて自家発電を行う。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 9 月 8 日（水曜日）No.21090802                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：58,508,479人（全人口比：46.2%））31日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,490,581人（1万人当り132人）東京343,574人）31日現在

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○豊田自動織機株式会社（ＨＶ用電池新工場用新設）2021年 8月

同社は、オーストラリアで進めるグリーン水素製造プロジェクトで、英豪リオティンと提携

した。リオティントのアルミナ工場に水素の試験製造プラントをつくり、工場内での水素活用

を目指す。水素社会の実現に向け、幅広い産業での水素活用や雇用創出につなげていくとする。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○住友商事株式会社（ＥＶモータ用部品増産）2021年8月

同社は、2025 年にも電気自動車（EV）向けモータ部品を増産する。ます 22 年末までに既存

の厚木工場（神奈川県相川町）で隣接地の土地を取得し、工場を拡張する。25年末メドに工場

そのものを建て替え、新たな工場を建設する。一連の試作で60億円を投資する見込みである。

(5)スマートエネルギー（新デバイス関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＥＮＥＯＳ株式会社（クリーン水素を充填施設で製造）2021年 8月

同社は、水素ステーション内で、再生可能エネルギーを使って水を電気分解して二酸化炭素

（CO2）を排出しないクリーン水素の製造と販売を始めた。商用目的の取り組みとしては業界初

となる燃料電池車（FCV）の普及をにらんで、水素ステーションでも、CO2フリーも水素を充填。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社トクヤマ（竹でバイオマス発電）2021年 8月

同社は、2021年秋にバイオマス発電の燃料を使用する実験を開始する。ノートなどの原

料にする竹林の管理に貢献するほか、気候変動対策などにも役立てる。同社は、セメント

などを作るﾄｸﾔﾏ工場（山口県徳山市）の石炭ボイラーに岳を混ぜて自家発電を行う。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 9 月1 日（水曜日）No.21090101                              JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：54,106,570人（全人口比：42.6%））24日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,368,048人（1万人当り108人）東京323,157人）24日現在

(3)パラオリンピックスポンサー（パナソニック、トヨタ自動車、キャノン、ＥＮＥＯＳ、日

本電気、NTT、野村HD、富士通、みずほFG、三井住友ＦＧ、三井不動産、LIXILその他企業）

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 リチウム電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東洋インキSC HD株式会社（車載用電池部材を欧米で生産）2021年 8月

同社傘下のトーヨーカラー（東京・中央）は、車載リチウムイオン電池向けの部材を欧米で

現地生産する。21年5月に生産を開始した米国に加え、欧州には新工場を建設し、2025年から

生産を開始。欧米では政府などの後押しにより電気自動車（EV）などの電動車が急速に拡大。

(5)スマートモビリティ（次世代自動車関連）

新刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日本発条株式会社（ＥＶモータ用部品増産）2021年8月

同社は、2025 年にも電気自動車（EV）向けモータ部品を増産する。ます 22 年末までに既存

の厚木工場（神奈川県相川町）で隣接地の土地を取得し、工場を拡張する。25年末メドに工場

そのものを建て替え、新たな工場を建設する。一連の試作で60億円を投資する見込みである。

(6)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（車載用小型インダクタを開発）2021年 8月

同社は、自動車の電源回路に使う小型インダクタを開発。独自の工法で従来と同等の性能を

維持しながら小型化を実現。自動車の電送化が進み電源回路用のインダクタの小型化のニーズ

が高まっていることに対応。開発したインダクタは従来品から実装面積を約22％小さくした。

(7)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社エヌ・ピー・シー（太陽光パネル再生で欧州に装置2021年 8月

同社は太陽光パネルの製造装置などを手掛ける。パネルのリサイクル装置の海外販売に

乗り出す。日本よりも使用済みオパネルが多い欧州を中心に装置を売り出す。23年までに

欧州で３台程度の装置を売り出すことを目指す。販売するのは自動で解体する装置である。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2021 年 8 月 25 日（水曜日）No.21082104                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：47,819,864人（全人口比：37.6%））17日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,182,624人（1万人当たり93人）東京：286,471人）17日現在

(3)パラオリンピックスポンサー（パナソニック、トヨタ自動車、キャノン、ＥＮＥＯＳ、日

本電気、NTT、野村HD、富士通、みずほFG、三井住友ＦＧ、三井不動産、LIXILその他企業）

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東京ガス株式会社（太陽光パネル劣化判断システム）2021年 8月

同社は東京理科大学と共同で、太陽光発電パネルの劣化診断できるシステムを開発した。微

小な故障の兆候を検出し今後の発電効率を予測することが可能で、従来の簡易な測定方法と比

べ、劣化の検出精度が10倍程度高い。2021年度中に現場での実証試験を経て、実用化を図る。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

新刊「2021 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社エンビジョンAESCジャパン（茨城にＬｉＢ新工場）2021年 8月

同社は、茨城県や日産自動車と共同で記者会見を開催した。県内に車載用リチウムＪイオン

電池（LiB）のセル・モジュール工場を新設する。21年 10月に着工し、24年中の量産開始を目

指す。初期の生産能力は、年産6GWhで将来的には国内最大規模となる同18GWhでまで拡張する。

(6)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○韓国ＬＧ化学（ＬｉＢ用材料に大規模投資）2021年8月

同社は、2025 年をメドにリチウムイオン電池（LiB）用正極材、エコ素材、バイオ新薬など

に10兆ウォン（約9800億円）を投じる。うちLiB素材分野は6兆ウォン（約5880億円）を投

じて、業界トップの電池メーカーへの飛躍を目指す。成長する電気自動車向けに集中投資する。

(7)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○丸紅株式会社（洋上風力企業の新株取得）2021年 8月

同社は、商船三井や官民ファンドｲﾝ INCJと共同出資する洋上風力据え付け大手の英シー

ジャックス・インターナショナルの全株式を、米国で上場するエネティに売却、対価とし

てエネティ社が発行する新株を引き受けると発表した。米国での事業展開を後押しする。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 8 月 18 日（水曜日）No.21081803                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：47,819,864人（全人口比：37.6%））17日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,182,624人（1万人当たり93人）東京：286,471人）17日現在

(3)パラオリンピックスポンサー（パナソニック、トヨタ自動車、キャノン、ＥＮＥＯＳ、日

本電気、NTT、野村HD、富士通、みずほFG、三井住友ＦＧ、三井不動産、LIXILその他企業）

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○豊田通商株式会社（家畜ふん尿から水素製造で出資）2021年 8月

同社は、再生可能天然ガス（RNG）の製造販売を手掛ける米スタートアップ企業に出資、家畜

ふん尿の水素を製造する工場を稼働させる。既存のパイプラインを介して RNG を供給。普及へ

まだ課題が多い水素であるが用途は広く、温暖化ガスの排出が多い港湾などでの応用を目指す。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱商事株式会社他（ＥＮＥＯＳに輸入水素供給）2021年 8月

同社と千代田化工機などは、ブルネイで製造する水素を、ENEOSに供給すると発表した。ENEOS

は製油所で石油精製などに水素を活用し、二酸化炭素の排出を抑える実証実験に使う。すでに

ブルネイ・日本間を国際輸送する実証を終えており、安定した状態で水素を運ぶ技術を目指す。

(6)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ニチコン株式会社（小型リチウムイオン電池増産へ）2021年 8月

同社は小型リチウムイオン電池（SLBシリーズ）の生産能力を、月300万個から22年に月400

万個へと引き上げる。スマートフォン搭載のタイラスペンやバッテリー用途の需要増に応える。

電気二重層コンデンサで対応できない大容量ニーズや微微弱電流での充電ニーズに応える。

(7)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ニチコン株式会社（高温長寿命で高容量ニーズに対応）2021年 8月

同社は、自動車や第5世代移動通信規格5G基地局などの情報通信分野で高まっている高

温長寿命、高容量コンデンサで業界最高の 150℃1500～2000 時間保証の「UBH シリーズ」、

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサで高容量化した「GYEシリーズ」を開発。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 8 月 11 日（水曜日）No.21081102                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：41,555,539人（全人口比：32.7%））6日現在

(2)新型コロナ感染状況（1,044,256 人（1万人当たり82人）東京：252,169 人）9日現在

(3)パラオリンピックスポンサー（パナソニック、トヨタ自動車、キャノン、ＥＮＥＯＳ、日

本電気、NTT、野村HD、富士通、みずほFG、三井住友ＦＧ、三井不動産、LIXILその他企業）

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○伊藤忠商事株式会社（カナダでアンモニア商用生産）2021年 7月

同社は、2026年からカナダで燃料用アンモニアの商用生産を開始。アンモニアは燃焼時に二

酸化炭素を出さないクリーンエネルギー。天然ガスを原料とし製造過程でCO2を排出するが、回

収・貯蔵して脱炭素化。総事業費は13億ドル（約1400億円）とアンモニア工場で最大規模。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東京電力HD株式会社他（米国のガス発電所で水素燃焼）2021年 7月

同社と中部電力が共同出資するJERAは、米国にあるガス発電所で2022年に水素を天然ガス

に混ぜる取り組みを始めると発表。同社が出資する事業会社が米石油精製大手から水素を含む

ガスを引き取る契約を結んだ。最大で40％まで水素を混焼できるようにガスタービンを改造。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○豊田自動織機株式会社（燃料電池システム3機種投入へ）2021年 7月

同社は、2025年頃までに3種類の小型燃料電池（FC）モジュール（複合部品）を発売。FCフ

ォークリフトの開発で培った技術を生かして定置式の発電機や建機に応用できる小型の FC シ

ステムを提供。脱炭素化に向けて、水素エネルギーが注目されるなか高まる需要を先取りする。

(7)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（ネジ端子形産業用アルミ電解コンデンサ ）2021年７月

同社は、EPCOS ブランドのネジ形アルミ電解コンデンサの新シリーズ「B43726」の販売

を開始した。産業用汎用インバータを筆頭に電源、UPS システム、風力発電や太陽光発電

向けコンバータなどに適する。定格電圧400～500VDC向けに設計され、820～1.5万μF。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 8 月 4 日（水曜日）No.21080401                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：34,323,238人（全人口比：27.0%））28日現在

(2)新型コロナ感染状況（903,962人（1万人当たり72人）東京：210,610人）29日現在

(3)オリンピックスポンサー（トヨタ自動車、パナソニック、日本電気、ＮＴＴ、キャノン、

エネオス、野村HD、みずほＦＧ、富士通、三井住友ＦＧ、三井不動産、LIXILその他企業）

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東京電力HD株式会社（仮想発電所に参入）2021年 7月

同社や関西電力は、家庭や事業所にある発電設備などをまとめて制御する仮想発電所（VPP）

がビジネスとして動き始めている。新たな電力の取引市場が 21 年 4 月にできて、DeNA などの

異業種も参入を狙っている。太陽光などが抱える発電量が安定しない弱点を補う役割もある。

(5)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱マテリアル株式会社（ｘＥＶ用急速充電向け）2021年 7月

同社は、次世代のＥＶ用急速充電器に対応するため、雷害対策部品（サージアブソ－バ）

「DA53」シリーズの新製品を開発、ラインアップを拡充。CO2をはじめとする温室効果ガスの排

出量削減の取り組みが進展し、電気自動車などEV普及が進む中、急速充電器の普及が進む。

(6)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱自動車株式会社（主力のPHV発売を前倒し）2021年 7月

同社は、主力のプラグインハイブリッド車（PHV）「アウトランダーPHEV」の新型車を 21 年

12月に発売。半導体をはじめ部品を確保できる見通しが立ち、従来予定に比べ3ケ月前倒しす

る。他社で半導体不足による発売の遅れや納期の延長が相次ぐなか国内販売の巻き返しを図る。

(7)スマートモビリティ（環境自動車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日野自動車株式会社他（電気自動車トラックを来年販売 ）2021年７月

同社といすず自動車は、小型の電気自動車（EV）トラックを始めて発売する。宅配などの用

途を想定し、航続距離は100km と短め。電池コストの充電インフラなど普及への課題は乗用車

に多い。価格を抑えた中国製の中国製の商用EVも国内に上陸しており、価格競争が本格化する。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2021 年 7 月 28 日（水曜日）No.21072804                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：28,397,611人（全人口比：22.3%））19日現在

(2)新型コロナ感染状況（847,522人（1万人当たり67人）東京：91,230人）20日現在

(3)オリンピックスポンサー（トヨタ自動車、パナソニック、日本電気、ＮＴＴ、キャノン、

エネオス、野村HD、みずほＦＧ、富士通、三井住友ＦＧ、三井不動産、LIXILその他企業）

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○富士電機株式会社（メガソーラー設備インド生産）2021年 7月

同社は、インドで大規模太陽光発電所（メガソ－ラー）向け設備の現地生産を開始する。21

年度中に発電設備からのパワーコンディショナー（電力変換装置）の納入を目指す。環境汚染

が深刻なインドでは太陽光発電所の新設が急ピッチで進むが、現地では関連産業の基盤が弱い。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○オリックス株式会社（乾式バイオガス発電所）2021年 7月

同社グループのオリックス資源循環（東京・港）は、再生可能エネルギーのバイオガス発電

施設「寄居バイオガスプラント「寄居バイオガスプラント」（埼玉県寄居町）を稼働した。同社

によれば生ごみなど一般廃棄物を活用する乾式としては、国内最大規模で設備容量は1.6MW。

(6)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（大電流・低インダクタンス）2021年 7月

同社は、ADASなどの電源回路用に、大電流、低インピーダンスの車載電源回路用インダクタ

「HPL505032F1シリーズ」を開発、7月から量産開始した。独自開発にた高透磁率かつ低損失の

フェライトに低抵抗のフレームを用いることで高い電源効率を表現。40～50Aに対応する。

(7)スマート家電（デジタル家電関連）

既刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2021年 6月次パソコン国内出荷実績（JEITA）2021年７月

JEITAによると、2021年6月のパソコン国内出荷実績は台数が前年比6.1％減の72万2千台

となった。そのうちデスクトップが同17.7％減の9万4千台、ノートブックが同4.1％減の62

万8千台だった。ノート型比率は87.0％だった。出荷金額は同15.3％の617億円となった。。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 7 月 21 日（水曜日）No.21072103                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：28,397,611人（全人口比：22.3%））19日現在

(2)ワクチン接種実施企業（ＡＮＡHD、伊藤忠商事、関西電力、サントリーHD、ソフトバンク

Ｇ、大和証券Ｇ、日本航空、野村HD、パナソニック、三井物産、楽天グループその他企業）

(3)オリンピックスポンサー（トヨタ自動車、パナソニック、日本電気、ＮＴＴ、キャノン、

エネオス、野村HD、みずほＦＧ、富士通、三井住友ＦＧ、三井不動産、LIXILその他企業）

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日本ケミコン株式会社（コモンモードチョークコイル）2021年 7月

同社は、10kHzでの透磁率を同社従来品（FLVシリーズ）比で150％と大幅に向上した鉄基ナ

ノ結晶合金コモンモードチョークコイル「FL-QW シリーズ」を開発。スイッチング電源、イン

バーター機器及び車載機器の小型軽量化、高性能化、ノイズ対策に有効な製品として提案する。

(5)スマートバッテリー（蓄電池関連）

新刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○昭和電工株式会社（鉛蓄電池事業を売却）2021年 7月

同社は、鉛蓄電池事業を投資ファンドのアドバンテッジパートナーズ（AP、東京・港区）と

東京センチュリーに年内にも売却する方針を固めた。限度額は負債を含め約 600 億円。力を入

れる半導体素材との愛情効果が薄い鉛蓄電池を手放し、旧日立化成のい買収で財務を改善する。

(6)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（高リプル耐量・超寿命）2021年 7月

同社は、EPCOS ブランドのねじ形アルミ電解コンデンサの新シリーズとそて、同社従来比で

リプル電流耐量を大幅に向上させた、定格動作温度 85度・長寿命の「B43726」。を販売開始。

新製品は、400VDC～500VDCの定格電圧用に設計されており、820μF～15000μFの静電容量。

(7)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社ユーラスエナジーＨＤ（韓国北東部で風力発電開発）2021年７月

同社は国内最大手のである。韓国北東部での風力発電開発に力を入れている。21年7月には

この地域で「三水（ザムス）風力発電所」の営業運転を始めた。風車計5基で計2万1000kW規

模を、標高1000m超の山岳地帯に設置した。こうした地域での大型風車大規模設置は韓国で初。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



市場予測・将来展望シリーズ ～ Smart-Energy編

- 脱炭素社会と新エネルギー ～ 太陽光・風力・燃料電池・バイオマス・地熱・水力・海洋 -

Ｂ５判・ＣＤタイプ

2021年７月16日刊行

第一版

株式会社 日本エコノミックセンター

編 集 スマートエネルギーグループ

Copyright Japan Economic Center Co.,Ltd.



2021 年 7 月 14 日（水曜日）No.21071402                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：23,481,034人（全人口比：18.4%）13日現在

(2)ワクチン接種実施企業（ＡＮＡHD、伊藤忠商事、関西電力、サントリーHD、ソフトバンク

Ｇ、大和証券Ｇ、日本航空、野村HD、パナソニック、三井物産、楽天グループその他企業）

(3)オリンピックスポンサー（トヨタ自動車、パナソニック、日本電気、ＮＴＴ、キャノン、

エネオス、野村HD、みずほＦＧ、富士通、三井住友ＦＧ、三井不動産、LIXILその他企業）

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

近刊「2021 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社双日他（豪州で太陽光発電事業に参入）2021年 7月

同社と ENEOS は、オーストラリア東ブのクイーンズランド州でエデンヴェール太陽光発電所

の建設を共同で開始した。設備容量は204MWに上り、日本企業が共同で絵Tがける設備として

は最大、発電した電力の一部は同州内で運営する石炭鉱山に供給、二酸化炭素削減に寄与する。

(5)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○太陽誘電株式会社（キャパシタ低温時の特性を改善）2021年 7月

同社は同社従来品から低温時の特性を改善した、電気二重層キャパシタ「LT シリーズ」」を

商品化した。スマートメータやドライブレコーダー、サーバーなどのピークアシストやバック

アップ用途向けに提案。7月からタイ子会社のタニンエルナー（チェンマイ）で量産開始予定。

(6)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2020 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日産自動車株式会社（英国に車載電池工場建設）2021年 7月

同社は、中国系企業と組んで英国で電気自動車（EV）用リチウムイオン電池の新工場を建設

する。電池工場新設のほか、日産の完成車では多目的スポーツ車（SUV）の新型 EV 生産も始め

る。投資額は10億ポンド（約1500億円）。周辺の部品メーカーを含め6200人を雇用する予定。

(7)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2020 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○住友金属鉱山株式会社（車用電池材料の生産能力増）2021年７月

同社は、車載用リチウムイオン電池の部材である正極材の生産能力を現状と比べ約 4割増や

す。愛媛県にある拠点に新工場を建設するほか、兵庫県の拠点でも設備を増強する。能力増強

は2025年に完成する予定。両拠点への設備投資額は合計470億円を見込む。電動化需要に対応。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 7 月7 日（水曜日）No.21070701                              JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
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(1)新型コロナワクチン接種人数（2回目：15,999,061人（全人口比：12.5%））1日現在

(2)ワクチン接種実施企業（ＡＮＡHD、伊藤忠商事、関西電力、サントリーHD、ソフトバンク

Ｇ、大和証券Ｇ、日本航空、野村HD、パナソニック、三井物産、楽天グループその他企業）

(3)オリンピックスポンサー（トヨタ自動車、パナソニック、日本電気、ＮＴＴ、キャノン、

エネオス、野村HD、みずほＦＧ、富士通、三井住友ＦＧ、三井不動産、LIXILその他企業）

(4)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○マツダ株式会社（2030年までにEV率25％に上げ）2021年 6月

同社は、2022年から25 年に電気自動車（EV）を3車種投入し、30年までに生産する車両の

EV 比率を 25％（従来目標は 5％）までに引き上げる。他のメーカーと比べてこれまで EV シフ

トには慎重な姿勢をとってきたが、急激に高まる脱炭素社会の流れを受けて方針を修正する。

(5)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ケル株式会社（超小型長寿命アルミ電解コンデンサ）2021年 6月

同社は、重点製品の防水圧着コネクタの品揃えを拡充する。圧着コネクタの新製品として、

2.0mmピッチ・1P67対応の小型防水コネクタ「FWSシリ－ズ」を販売開始。同社は、FWSシリー

ズを戦略製品の一つに位置付け、未開拓市場も含め積極的な拡販活動を推進。極崇は2～8極。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

近刊「2021スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日立造船株式会社（洋上風力の基礎部増産）2021年6月

同社は、2030年までに洋上風力発電の設備を海上に浮かべる鋼鉄製の基礎部分の生産能力を

現在の年数基から同50基に増やす。2ケ所の工場にクレーンなどを新たに導入して生産能力を

増強するほか生産委託先も増やす。脱炭素の流れで国内で洋上風力発電の拡大が見込まれる。

(7)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2021年 4月度電子部品グローバル集荷額（JEITA）2021年 6月

JEITA によると 2021 年 4月度の電子部品グローバル出荷額は、前年同月比 38.2％増の 3578

億円と大幅に増加し、8 ケ月連続で前年同月比プラスとなった。世界的な自動車生産回復や、

ICT関連の堅調なさなどがけん引した。部品メーカーの在庫積み増しなども要因となっている。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)開催された展示会（TECHNO‐FRONTIER／INDUSTRY-FRONTIER／交通インフラWEEK）

(2)ワクチン接種実施企業（ＡＮＡHD、伊藤忠商事、関西電力、サントリーHD、ソフトバン

クＧ、大和証券Ｇ、日本航空、野村HD、パナソニック、三井物産、楽天グループその他）

(3)オリンピックスポンサー（トヨタ自動車、パナソニック、日本電気、ＮＴＴ、キャノン、

エネオス、野村HD、みずほＦＧ、富士通、三井住友ＦＧ、三井不動産、LIXILその他）

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ニチコン株式会社（小型円筒リチウムイオン電池）2021年 6月

同社は、小型円筒型リチウムイオン電池「SLB シリーズ」にφ3.3×9Lmm 品（容量 0.30mA）

とφ4.0×φ4.0×25.5lmm品（4.0mAh）を加えた。サンプル価格300円/個。スタイラスペンや

IoTエッジ端子用バッテリーなどの急速充放電、長寿命、低音特性、高安全性の需要に応える。

(5)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 電子部品・デバイ内蔵型ス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ニチコン株式会社（超小型長寿命アルミ電解コンデンサ）2021年 6月

同社は、基板自立形アルミ電解コンデンサで業界最高温度対応の125℃3千時間保証「LHTシ

リーズ」と、105℃5千時間保証の500V定格品で従来シリーズに比べた体積で最大33％減の超

小型長寿命「LGCシリーズ」を開発した。第5世代移動通信規格5G、サーバーなどに適応する。

(6)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○岩谷産業株式会社（水素事業に600億円投資）2021年 6月

同社は、2021～23年度の中期経営計画を公表、その中で水素事業に3年間で600億円を投じ

る国内と北米で水素ステーションの建設を進めるほか、水素製造、供給インフラの整備にも取

り組む。計画では炭素社会に向けた取り組みの強化を掲げており、水素エネルギーを柱にする。

(7)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社トーキン（ＥＣＵ向け180℃対応）2021年6月

同社は、使用温度上限を 180℃に向上させた車載対応メタルコンポジットパワーインダ

ィタ「MPVシリーズ」を商品化し販売を開始。同製品は、AEC-Q200規格の準拠品。6×3mm、

10×4mmの 2サイズ。インダクンス範囲0.47～47μH、定格電流値2.7～26.4aである。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)開催中の主な展示会（TECHNO‐FRONTIER／INDUSTRY-FRONTIER／交通インフラWEEK）

(2)ワクチン接種実施企業（ＡＮＡHD、伊藤忠商事、関西電力、サントリーHD、ソフトバン

クＧ、大和証券Ｇ、日本航空、野村HD、パナソニック、三井物産、楽天グループその他）

(3)オリンピックスポンサー（トヨタ自動車、パナソニック、日本電気、ＮＴＴ、キャノン、

エネオス、野村HD、みずほFG、富士通、三井住友FG、三井不動産、LIXILその他）

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＪＦＥスチール株式会社（CO2内部循環の実証試験）2021年6月

同社は、2050 年の二酸化炭素（CO2）排出量の実質ゼロに向けて新たな製鉄法の開発に乗り

出す。製鉄工程で排出CO2をメタンに再活用、基幹設備の高炉を中心としてCO2を内部循環さ

せる仕組みを作る。24年をメドに実証試験を始める計画で同社は技術開発の裾野を広げていく。

(5)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 電子部品・デバイ内蔵型ス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（コンデンサ内蔵型センサ）2021年6月

同社は、ミクロナイス・ブランドの外乱磁場補正機能を備えた3Dポジションセンサ「HAL39xy

製品ファミリ」に、コンデンサ内蔵型の「HAC39xy」を追加した。HAC39xyは、プリント回路基

板（PCB）を用いないアプリケーション向けに設計され、TO92UFパッケージで提供される。

(6)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ローム株式会社（車載用部品がノイズを低減）2021年 6月

同社は、センサの電気信号を増幅させる車載向け電子部品「オペアンプ」を改良。機器の誤

作動につながるノイズの影響を他社製品の 3倍受けにくくした。電気自動車（EV）や先進運転

システム（ADAS）の車載向けの需要を見込む。センサで測定した光や温度などの信号を増幅。

(6)スマート家電（デジタル家電関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2021年 5月パソコン国内出荷実績（JEITA）2021年6月

JEITAによると、21年 5月のパソコン国内出荷は、台数が前年比13.4％減の 46 万 7千台だ

った。うちデスクトップが同10.8％減の8万3千台、ノート型が同13.9％減の38万 5千台。

ノート型比率は32.3％。出荷金額は、同16.4％減の457億円、デスクトップは4.5％減だった。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)新型コロナワクチン接種実施企業（伊藤忠商事、関西電力、パナソニック、三井物産他）

(2)オリンピックスポンサー（トヨタ自動車、パナソニック、日本電気、キャノン、エネオ

ス、野村グループ、みずほグループ、富士通、三井住友、三井不動産、LIXIL、その他）

(3)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2021 スマートモビリティ市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日産自動車株式会社（福島で次世代移動網を実験）2021年 6月

同社は、福島県沿岸部の浜通リ地域で次世代の移動サービスを本格化する。地域住民の足に

なる巡回シャトルで運行状況を蓄積して最適ルートを割り出すなどデータ活用で小売り知的な

な移動網を構築。今後は南相馬市や双葉町など東日本大地震で被害にあった地域を拡大する。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○太陽誘電株式会社（再エネ導入へ）2021年 6月

同社は、2021年度の投資額として500億円を計画する。MLCC（積層セラミックコンデンサ）

を中心とする今後の電子部品需要拡大に対応するため、21～25年度までの5年間累計で300億

円の設備投資を予定する。21年度投資では、20年度同様にコンデンサ事業向けに計画している。

(5)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱電機株式会社（パワーデバイスに1000億円投資）2021年6月

同社は、2021～25年度の中期経営計画を発表した。パワーデバイス（半導体）を含めた5分

野を重点成長事業を位置付けて、パワーデバイスには5年間で1000億円の設備投資を計画して

いる。同社は、16～20年度にパワーデバイス関連に約1000億円の設備投資を実施している。

(6)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日本電波工業株式会社（業界最薄の水晶振動子）2021年 6月

同社は、1.0×0.8mmサイズで従来のセラミックパッケージを用いた超低背タイプの小型水晶

振動子「nx1008AB」を開発、サンプル出荷を開始。外形サイズ1.0×0.8×0.25mmMaxと、セラ

ミックパッケ－ジを使用した水晶振動子では業界最薄を実現した。量産時期は22年 7月を予定

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)新型コロナワクチン接種実施企業（全日空、宇伊藤忠商事、三井物産、関西電力他）

(2)オリンピックスポンサー（トヨタ自動車、パナソニック、日本電気、キャノン、エネオ

ス、野村グループ、みずほグループ、富士通、三井住友、三井不動産、LIXIL、その他）

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日本ケミコン株式会社（高電圧で小型も実現）2021年 6月

同社は、車載電源バックアップ用と向けのリード形電気二重層キャパシタ（EDLC）の品揃え

を拡充する。既存シリーズ比で高電圧比を図り、かつ小型化も実現した「DKGシリーズ」（定格

電圧2.7V）を開発、サンプル出荷を開始。EDLCとしてはDKAシリーズに続くシリーズである。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○コスモエネルギーホールディングス株式会社（再エネ導入へ）2021年 6月

同社グループは、加速する脱炭素化の流れを受けて給油所を急速に変化させている。手掛け

る風力発電事業を活用し、直営の全給油所の電力を順次、実質再生可能エネルギー100％にして

いくことを表明。再エネ電力で走る電気自動車のカーシェアリングや充電事業にも乗り出す。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東芝エネルギーシステムズ株式会社（地熱発電用タービン商機拡大）2021年 6月

同社や三菱重工業などの日本企業は、地熱発電への商機が高まっている。再生エネルギーの

中でも、太陽光や風力のように天候に左右されない安定性が評価され、発電容量は 10 年で 34

割増えた。日本勢のシェアは6割を超えており、環境省も地熱発電の開発加速を宣言している。

(6)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2020年度電子部品グローバル出荷金額（JEITA）2021年 5月

JEITAによると、2021年 3月期の電子部品グローバル出荷金額は、前年比1.0％増3兆7460

億円ろなり、3年ぶりに前年度を上回った。分類別では受動部品が7％増の1兆6869億円、接

続部品が5％減の9267億円、変換部品が6％減の5966億円。製品別ではコンデンサが9％増の

1兆2345億円、インダクタが3％増の2659億円、コネクタが1％増の5561億円などとなった。。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)新型コロナワクチン接種実施決定企業（伊藤忠商事、三井物産、関西電力、他数社）

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社トーキン（使用温度上限を180℃に）2021年 5月

同社は、車載用メタルパワーインダクタを拡充する。使用温度上限を 180℃に向上させた車

載対応メタルコンポジット・パワーインダクタ「MPEV シリーズ」を商品化し、販売開始した。

車載ECU には高温環境での設置と大電流対応が求められている。環境対応車の燃費改善や環境

規制への対応で、従来以上の高耐熱が要求される各種車載ECUアプリケーション向けに提案。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021太陽光発電市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2020年度太陽電池出荷統計（太陽光発電協会・JPEA）2021年 5月

同協会によると、太陽電池モジュールの総出荷量は、5312MWで前期比17％減、国内総出荷量

は5128MWで、同16％減と、いずれも2桁の減少幅だった。3年ぶりに減少に転じた結果となっ

た。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたことに加え、再生可能エネルギー固定価格買

い取り制度改定などの影響が色濃く出たとみられる。18年度、19年度と回復傾向を見せていた。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○川崎重工業株式会社（水素事業で売上高3000億円）2021年 5月

同社は、水素関連」事業で2031 年 3月期に 3000億円規模の売上高を目指す。20年 11 月に

示した1200億円の見通しの2.5倍に膨らむ。足元では世界初の液化水素運搬船の開発を進める。

23年3月期の上期中には実証試験設備を使いオーストラリアで生成された水素の積載に取り組

む。22年3月期の下期中には実証試験設備を使いオーストラリアで生成された水素を積載する。

(5)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＪＸ金属株式会社（新エネルギー導入加速）2021年5月

同社は、脱炭素に向けたアクセルを踏む。従来は、2040 年度に 18 年度比で半分にとし

ていた。二酸化炭素（CO2）排出削減の達成時期を 30 年度に前倒しすると打ち出した。新

たな投資投資枠枠も設定し、再生可能エネルギーの導入などを加速させる。自動車や電機

といった主要な取引先も意識を高めるなか、グループ全体を上げて目標達成へ挑む構え。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



環境・エネルギー・蓄電池・エレクトロニクス             Vol.9 No.5

最新市場動向・当社レポートと連携

株式会社 日本エコノミックセンター

Copyright Japan Economic Center CO.,LTD



2021 年 5 月 26 日（水曜日）No.21052603                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ルビコン株式会社（長寿命、大容量、停ＥＳＲ）2021年 5月

同社は、車載・通信機器向けのアルミ電解コンデンサを拡充する。新たに、面実装タイプで

は業界トップクラスの高容量低抵抗品で 105℃・5 千時間保証の長寿命アルミ電解コンデンサ

「TNVシリーズ」を開発。21年 6月からのサンプル提供、同年9月からの量産開始を予定。主

な製品仕様は、カテゴリー温度範囲、±55～±105℃。定格電圧範囲、6.3Vcc～35Ｖccである。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○富士電機株式会社（21年度半導体事業投資は410億円）2021年 5月

同社は、半導体事業の設備投資額として前年比約2倍の410億円を充填した。電気自動車（EV）

用パワー半導体の旺盛な需要を見込んでおり、生産能力の増強計画を前倒しで実施。同社は当

初、19～23年度の5年間で半導体事業の設備投資に1200億円を充てる計画だったが、1年間前

倒しして実施する考え。22～23年は前行程を中心に増強し、8インチの生産能力を倍増する。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日本ケミコン株式会社（基板自立形アルミ電解コンデンサ）2021年 5月

同社は、基板自立アルミ電解コンデンサのEV/PHV市場への展開を強化する。車載オンボード

チャージャー（OBC）向けに、車載用電子部品規格AECIQ200 準拠の耐振動要件を満たした基板

自立形アルミ電解コンデンサを 3 シリーズ（KVA/KVB/LVA シリーズ）開発した。同社は、車載

OBC市場で産業機器向けの入力電圧平滑用基板自立形電解コンデンサで高い実績を持っている。

(4)スマート家電（デジタル家電関連）

既刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2021年 4月期パソコン国内出荷実績（JEITA）2021年 5月

JEITAによると、2021年 4月期のパソコン国内出荷実績は、台数が前年比9.6％減の63

万1千台となった。そのうちデスクトップが同31.5％減の9万5千台、ノート型が同4.2％

減の 53 万 7 千台だった。ノート型の比率は、85.0％だった。出荷金額は 15.6％減の 621

億円となり、うちデスクトップが同31.8％減の 98億円、ノート型は、同 11.6％減の 523

億円だった。4月は2020年 8月以後、8ケ月ぶりに代数・金額ともに例年を下回った。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 5 月 19 日（水曜日）No.21051902                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○オリックス株式会社（太陽光発電の拡販を地銀と提携）2021年 5月

同社などの太陽光発電設備販売会社が、太陽光発電の普及に向けて、全国の地方銀行と提携

を結ぶ例が出ている。国際的な「サステナブル経営」への関心の高まりや、発電設備を導入し

やすい仕組みなどが広がり、地域の企業が自家消費用に設置する担い手として重要視されてい

る。地元企業に精通する地銀を窓口にして、拡販に弾みをつける狙いがある。災害時にも対応。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ミツミ電機株式会社（温度保護機能を内蔵）2021年5月

同社は、ミネベアミツミグループである。充電式電動工具やロボット型掃除機などの用途向

けに、NTC用サーミズタによる温度保護機能を内蔵したリチウムイオン/リチウムポリマー二次

電池3～5セル用保護IC「MM3694シリーズ」を開発、生産を開始した・幅広い製品に対応する。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日本ケミコン株式会社（ハイブリッドコンデンサ拡充）2021年 5月

同社は、導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ（ハイブリッドコンデンサ）を拡

充する。同社は、新規複合封止構造により、従来品比2倍の超寿命化と 40G の高耐震保証を実

現した「HXU シリーズ」を開発したと発表。車載市場や産業機器市場で、の高信頼性、長寿命

性ニーズに対応。HXUシリーズは、135℃・８千時間保証の高信頼性で21年8月からサンプル。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（中国・ＣＡＴＩと業務提携）2021年 5月

同社は、二次電池事業を行う香港の子会社ATLが、車載用二次電池議場を行うCATLとク

ロスライセンスの締結、合弁会社を伴う業務提携を締結する。合弁会社を2社設立する予

定で、家庭用蓄電システムや電動二輪車、その他産業用途に適した中型二次電池の開発・

製造・販売に特化した事業を手掛ける。ATLはラミネート技術をCATLは円筒型技術を持つ

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 5 月 12 日（水曜日）No.21051201                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○富士通株式会社（モビリティサービスを強化）2021年 4月

同社は、モビリティデータの利活用を支援する統合基盤（デジタルツインコレクター）の販

売を4月22日から開始。コネクッテッドカーやドライブレコーダ映像など車両から集まったデ

ータをサービス化する。当面、自動車メーカーや損害保険会社などに提供し同年 6月には北米

や欧洲地域での提供を開始。新たなモビリティサービスを展開、年間で20億円の販売を見込む。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○太陽誘電株式会社（コンデンサ静電容量2倍に向上）2021年 4月

同社は、静電容量を約2倍に向上させた低背積層セラミックコンデンサ2種類を商品化した。

21年 6 月から量産を開始。第 5世代移動通信システム5G の進展により高機能化するスマート

フォンの小型・薄型化に貢献する。商品化したのは低背積層セラミックコンデンサの「PWK105C・

6474MN」（いずれも0.52×1.0×0.1mm、厚みは最大値９。薄型化が求められる機器向け製品。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社村田製作所（業界で最小の2012サイズ）2021年4月

同社は、業界での最小の2012サイズの車載PoC（パワー・オーバー・コウクス）インターフ

ェイス向け広帯域インダクタ「LQW21FTシリーズ」を開発し、5月から量産を開始。先進運転支

援システム（ADAS）の普及などで周辺状況をモニタリングするために多くのカメラが自動車に

搭載され、多数のケーブルが使用。PoDは一本のケーブルで信号と電力を同時に伝送できる。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ミツミ電機株式会社（高精度に過充電電圧など検出）2021年 4月

同社は、ミネベアミツミグループ。過充電検出電圧・放電過電流検出電圧の高精度化を

実現した。リチウムイオン/リチウムポリマー二次電池2セル用保護IC「MM3766シリーズ」

を開発、生産開始した。MM3766シリーズは、POS端末用電池パック、トランシーバー用電

池パック、モバイルバッテリーなどの用途向けに開発した製品で、高精度化に貢献する。。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2021 年 4 月 28 日（水曜日）No.21042804                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○マクセル株式会社（硫化物系の全固体電池）2021年4月

同社は、硫化物系の固体電解質を使用したセラミックパッケージ型の小型全固体電池を開発

した。20年 9月に発表したコイン型全固体電池の容量や出力特性を維持したまま、さらなる耐

熱性と高密閉性を実現。新製品は、外装に京セラ㈱製のセラミックパッケージを採用、電解質

はアルジロダイト型の高性能の固体電解質である。21年度中にサンプル出荷を開始する予定。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三洋化成工業株式会社（全樹脂二次電池出荷へ）2021年 4月

同社は、次世代型リチウムオン電池（全固体樹脂電池）の出荷を21 年 10月から開始。川崎

重工業が、海中設備の点検などに使用する深海用無人潜水機向けに供給を開始する。次いで欧

州向け風力発電用の定置用蓄電池として供給し、同社が主力市場としている太陽光発電や風力

発電の定置用蓄電池需要に応えていく。5月末には福井センターなどの開所式をこなう予定。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（ＴＷＳ用インダクタ）2021年 4月

同社はTWS向け高効率パワーインダクタを開発し、甲府工場で月産500万個から量産を開始。

サンプル価格は20円。薄膜技術を用いた1006の小型サイズながら、インダクタンス2.2Μhを

実現し、体格電流 500mA である。新製品は TWS、補聴器、ウエアブルなど小型アプリケーショ

ン向けを対象とする。同社では、今後も1006以下の小型サイズに向け薄膜技術を活かしていく。

。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○パナソニック株式会社（寒冷地向けエネファームを販売）2021年 4月

同社は、一戸建向けエネファーム（固体高分子形燃料電池）の本州寒冷地向け新製品（lp

ガス用）を21年10月から販売する。新型エネファームをベースに開発。LP仕様の新型エ

ネファームは、発電効率30％。熱交換率60％で、業界最高の総合効率100％を達成してお

り、寒冷地向けモデルも同様である。設置可能な地域を広げて普及拡大を図っていく。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 4 月 21 日（水曜日）No.21042103                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（車載ＣＡＮ－ＦＤ向け）2021年 4月

同社は、車載 LAN の EMC 対策用の新型品として小型車載 CAN-FD 用コモンモードフィルタ

「ACT1210Dシリーズ」を開発、今月から量産を開始。両行な信号でモード交換特性を実現。3225

サイズの小型形状で最大150℃の高温環境に対応。近年は、ADAS において高速大容量のカメラ

映像を扱うケースが急速に増加。同社ではコモンモードフィルタ製品をラインアップしている。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 蓄電池・蓄電部品市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三洋化成工業株式会社（全樹脂二次電池出荷へ）2021年 4月

同社は、次世代型リチウムオン電池（全固体樹脂電池）の出荷を 21 年 10月から開始。川崎

重工業が、海中設備の点検などに使用する深海用無人潜水機向けに供給を開始する。次いで欧

州向け風力発電用の定置用蓄電池として供給し、同社が主力市場としている太陽光発電や風力

発電の定置用蓄電池需要に応えていく。5月末には福井センターなどの開所式をこなう予定。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（放熱工夫で高リプル耐量）2021年4月

同社は、産業機器向けに基板自立アルミ電解コンデンサ「B43548シリーズ」の販売を開始し

た。優れたリプル電流耐量、高CV（容量/\電圧）などを特徴とする。インバーター、サーボド

ライブ、UPS、太陽光、風力、エレベーター/エスカレータ、鉄道車両（空調、補助電源など）

などの産機向けね展開。新製品の最大動作温度は105℃で定格電圧範囲は400～500Vである。

。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＥＮＥＯＳ株式会社（東京産水力発電を販売開始）2021年 4月

同社は石油元売り最大手である。21年4月から東京都が所有する多摩川水系の水力発電

所3ケ所で発電される電力の販売を始めた。都内の事業者などに販売し、再生可能エネル

ギーの地産地消に取り組む。水力発電は、太陽光や風力発電などと比べて気象条件の影響

を受けにくい再生エネルギーとされ、発電量を制御しやすく、安定的に発電できるとする。。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 4 月 14 日（水曜日）No.21041402                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東芝デバイス＆ストレージ株式会社（産機のスイッチング電源）2021年4月

同社は、産業機器のスイッチング電源に適した新世代 60V 耐圧 N チャンネルパワーMOSFET

「U-MOSSX－Hシリーズ」10品種を製品化。ラインアップを拡充した。新製品のパッケージは3

種類。低耐圧トレンチ構造の新世代プロセス「U-MOSX―H 」を採用し、業界トップクラスの低

いドレイン・ソース間オン抵抗を実現。導通損失が低減して、機器の省電力化に貢献できる。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2021年 1月度電子部品グローバル出荷額（JEITA）2021年 4月

JEITAによると、2021年 1月度の電子部品グローバル出荷額は、前年同月比15.3％増の3321

億円となり、5 ケ月連続で前年同月比プラスとなった。前年同月比 2 桁増は 3 ケ月連続。中国

や米国を中心とした自動車生産の急速な回復が需要をけん引した。1 月度グローバル出荷の種

類別では、受動部品が前年同月比19.1％増、変換部品は同15.8％増、同接続部品が同10.1%増。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（1006サイズで定格電流500mA）2021年 4月

同社は、TWS（完全ワイヤレスイヤホン）向けに10630サイズ、インダクタンス2.2で定格電

流500mAを実現した小型電源系インダクタ「PLEEA67シリーズ」を開発、21年 3月から量産開

始すると発表。仕様としては、インダクタンス 2.2μH±20％。電流は直流抵抗 620/510mΩ

nax/typ。サンプル価格は20円。生産は国内で行い、今月から当初月産500万個の生産を予定。

。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○旭化成株式会社（LiB用セパレータの生産を増強）2021年 4月

同社は、リチウムイオン電池用セパレータの「ハイポア」の生産能力を増強する。日向

工場（宮崎県日向市）に約 3000億円を投資し、年産能力を約 3.5 億㎡に拡大。2023 年度

上期から商業運転を開始する。今回、電気自動車などの車載用途を中心に急速に需要が拡

大していることから投資を決定した。セパレータ年産能力は湿式で約13.5億㎡となった。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 4 月7 日（水曜日）No.21040701                              JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 太陽光発電市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○パナソニック株式会社（寒冷地向けエコキュート拡充）2021年 3月

同社の関連会社であるパナソニック ライフソリューションズ社は、20年10月に発売した公

表の専用スマートフォンアプリケーション「スマホでおふろ」により、気象情報と連携した自

動沸き上げを可能にした寒冷地向けのエコキュートを21年 4月 20日に発売する。昨今の大規

模停電の発生などにより、沸かしたお湯をタンクに保温したため、必要な時間に使用できる。

(2)スマートデバイス（ネルギー関連）

既刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ミツミ電機株式会社（超高精度に過電流検出）2021年 3月

同社は、スマートフォンやウエラブル機器などのモバイル製品向けに、低インピーダンスの

センス抵抗に対応した超高精度過伝リュ検出が可能なリチウムイオン／リチウムポリマー二次

電池1セル用保護ＩＣ「MM3860シリーズ」を開発、生産開始した。過電流精度は業界最高クラ

スの値を実現している。サンプル価格は30円（税別）。生産は国内で月産1500万個を量産中。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○川崎重工業株式会社（ごみ処理プラント発電）2021年 3月

同社は、廃棄物処理プラントで発電された電力を中心に取り扱う新電力を21年4月に設立（川

崎重工業50.1％、川崎商事49.9％）する。市町村などが地域で収集する食物の搾りかすといっ

たごみを焼却するプラントでバイオマス発電されるカーボンフリー電力を小売りする。将来の

事業の柱に育てたい水素製品に関連して、水素発電などからの電力を扱うことも視野にする。

。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2021年 2月パソコン国内出荷実績（JEITA）2021年3月

JEITA によると、2021 年 2 月のパソコン国内出荷実績は、出荷台数前年同月比115.5％

の増の108万1千台となった。うちデスクトップが同37.1％減の9万6千台、ノート型が

同182.4％増の98万5千台だった。ノート型比率は91％だった。出荷金額は同49.9％増。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2021 年 3 月 31 日（水曜日）No.21033105                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートモビリティ（環境ネルギー関連）

新刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○エネチェンジ株式会社（EV関連事業が本格化）2021年 3月

同社は、今春からベンチャーなどと共同で、電気自動車（EV）関連の事業を本格稼働させる。

地域の手軽な移動の足として注目される超小型EVの生産に参入するため、新会社立ち上げるほ

か、EVの蓄電池と太陽光発電設備などに車両管理システムを加えた実証実験もスタート。新た

な超小型EVが合致するとして、同社は需要規模が年間100万台に上がるものと試算している。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 太陽光発電市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○韓国・ＬＧエナジーソリューション（2025年までに4800億円投入）2021年 3月

同社は、このほど米国でのEV用バッテリー工場建設に25年までに5兆ウォン（約4800

億円）を投じると発表した。2工場の建設を予定しており、4千人超の直接費用を創出する

としている。今回の発表は EV を推進して 50 年でまでに CO2排出量実質ゼロを目指す。米

バイデン政権のグリーン・ニューディール政権に沿ったもので、2つの工場を新設する。

(3)スマートデバイス（蓄電池関連）

既刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○旭化成株式会社（LiB用セパレータ生産を増強）2021年 3月

同社は、リチウムイオン電池（LiB）用セパレータ「ハイポア」の生産能力を増強する。約

300 億円を投じ、宮崎県日向市の既存工場の敷地内で生産能力約 3 憶 5 千万㎡の能力増強を実

施する。商業運転開始時期は、2023年度上期を予定。ハイポアは、環境に優しいポリオレフィ

ンをベースにしたフィルム状の多孔質材料。多様な膜厚と最小孔を持つ高機能平膜である。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

〇三菱重工業株式会社（水素4000億円市場に参入）2021年2月

同社は、欧米で二酸化炭素の切り札となる水素などの製造に相次いで参画している。再生可

能エネルギーから水素などを製造する技術を持つ複数の企業に出資。21年 3月期に参画した案

件は既に10件以上にのぼる。再生エネルギーが普及する欧米などは二酸化炭素を排出しない水

素製造装置で先行。4000億円程度の関連市場に照準を合わせ、水素発電設備の販売につながる。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 3 月 24 日（水曜日）No.21032404                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートモビリティ（環境ネルギー関連）

近刊「2021 モビリティ市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社SEEDホールディングス（小型EVをカーシェア）2021年 3月

同社は、トヨタ自動車の販売会社、福岡トヨタ自動車を中核としている。2 人乗りの小型電

気自動車「シーポッド」を使ったカーシェアリングの実証実験を21年7月から順次始める。福

岡県糸島市の公民舘など計3ケ所に月内に設置し、市民による小型小型EVの使われ方を検証す

る。SEEDが中心となり、移動サービスによる地域活性化を目指すプロジェクトを設立した。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートグリッド市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＮＴＴアーバンソリューションズ株式会社（スマートビル参入）2021年3月

同社は、NTT グループの他の企業と協力して「スマートビル」事業に参入する。仮想空

間に、2022年に竣工する名古屋市のビルを再現して、気象条件やイベント開催状況などに

応じた人の流れを検証する実証実験を行い、実際のビル管理にも活用。NTT アーバンでは

グループの様々な技術を持ち寄ってスマートビルを開発するが、セキュリティ対策も必要。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートグリッド市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○NＴＴアノードエナジー株式会社（再エネ電気を直流供給）2021年3月

同社は、グループ関連施設の太陽光発電設備で発電した電力を、自営線をつないだ別の第三

者施設に供給する実証を進めている。同社によると、発電時の直流のままで給電するため電力

ロスが抑えられるメリットがある。こうした実証は国内初。再エネなどで発電した電力は直流

で。一旦交流に変換する。全国のグループ施設を活用したビジネスの拡大を見据えている。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

〇伊藤忠エネサス株式会社（トラック給与所水素も供給）2021年 2月

同社は、燃料商社である。2020 年代び前半に給与所への水素ステーションの併設を始める。

ステーションを設置する新たな場所を確保する手間が省けるうえ、既存顧客を生かせるメリッ

トがある。伊藤忠商事と産業ガス世界大手の仏エア・リキードの日本法人と連携して液化水素

製造プラントを造り、製造した水素を燃料電池車（FCV）向けに供給する。FCV の普及に対応。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2021 年 3 月 17 日（水曜日）No.21031603                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（新エネルギー関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ニチコン株式会社（全負荷が200Vに対応）2021年 2月

同社は、蓄電池容量16.6kWhと11.1kWhの単機能タイプ家庭用蓄電システム2モデルを21年

4 月から発売する。停電時に瞬時に自動で蓄電システムから給電に切り替わり、どのコンセン

トからでも電力供給できる全負荷タイプ。既存の 16.6kWh、11.1 kWh の単機能タイプ家庭用蓄

電システムの後継機として2モデルで年間1万6千台の販売を目指す。同社は12年から販売。

(2)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○出光興産株式会社（超小型EVに参入）2021年 2月

同社は、超小型電気自動車（EV）の事業に参入。外部のメーカーと組んで超小型EVを製

造し給油所でカーシェアや販売を行う。同市場は海外メーカーの躍進が目につき、中国メ

ーカーで発売した小型EVが人気を博し、20年松までに12万7千台を販売した。サイズは

日本の軽自動車とほぼ同じで最高時速100km、価格は15万円からでトヨタ車の4分の1。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○2020年 12月度電子部品グロ－バル出荷額（JEITA）2021年 2月

JEITA によると、2020 年 12 月度の電子部品グローバル出荷額が前年同月比 11.8％増の 343

億円となり、4 ケ月連続で前年同月比プラスとなった。前年同月比 2 桁増は 2 月連続。中国や

米国を中心ｔした自動車生産の急速な回復や、堅調なスマートフォン関連需要などがけん引し

た。12月度の国内出荷も同1.9％増となり、3ケ月連続で前年同月を上回ったとしている。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

〇伊藤忠商事株式会社他（副産物の水素を船舶燃料に）2021年 2月

同社と日本コークス工業、ベルギー海運最大手の CMB は、コークスの製造過程で副産物とし

て発生する水素（副生水素）を船舶燃料として供給する取り組みを始める。まず2023年度から

船舶2～3隻分に相当する年数百tを海運会社に提供する。コークスの製造工程から水素だけを

分離して外販する試みは世界的にも前例が少ない。日本各地の隠れた工場を掘り起こしていく。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F
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(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社東芝他（洋上風力発電で提携交渉）2021年2月

同社は米ゼネラル・エレクロリック（GE）と、風車を海上に設置して発電する洋上風力発電

の分野で提携交渉を進めている。東芝グループの京浜事業所（横浜市鶴見区）で基幹整備の共

同生産を行うことを検討している。東芝は「脱炭素」という世界的な流れに乗って22年度まで

の3年間で再生可能エネルギーに約1600億円を投資する方針。洋上風力発電設備の国産化も。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ジャパン・リニューアル・エナジー株式会社（風力で協業）2021年 2月

同社（JRE）は再生可能エネルギーの開発を手掛けている。東北電力が同社の陸上風力発

電事業に出資した。JREはすでに、東北電力から陸上風力発電 3件と洋上風力発電 1件に

ついて出資を受けており、今回で5件目。JREは東京電力から出資を受けたのは「JRE宮城

加美町ウインドファーム」の建設を目指す事業会社。JREが100％出資していたが追加出資。

(3)スマート家電（デジタル家電関連）

新刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○2021年１月期パソコン国内出荷実績（JEITA）2021年 2月

JEITA によると、2021 年 1 月期のパソコンの国内出荷実績は、前年同月比 109.8％増の 138

万4千台となった。そのうちデスクトップは同41.5％減の10万 7万台、ノート型が同167.8％

増の127万8千台。ノート型比率は92.3％だった。出荷金額は前年同月比20.3％増の825億円。

内訳はデスクトップが同33.8％減の120億円、ノート型が同39.6％増の706億円であった。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

〇ミツミ電機株式会社（高精度に過電圧を検出）2021年 1月

同社は、ミネベアミツミグループの傘下。過電圧検出を高精度化し、かつ小型／低背パッツ

ケージとしたリチウムイオン／リチウムポリマー二次電池1セル用保護IC「MM3832シリーズ」

を完了し生産を開始した。主な用途は、スマートフォン／タブレットや、ワイヤレスイヤホン

を含むウエラブル機器、そのほかモバイル機器。サンプル価格は50円（税別）。月三1千万個。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 3 月2 日（水曜日）No.21030201                              JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:info@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○千代田化工建設株式会社（水素を液化常温常圧で輸送）2021年 2月

同社や三菱商事など 4社は水素を常温で輸送する技術を実用化する。水素と化学物質を結合

させて液化し、輸送後は分離させ水素を取り出す。液化で冷却する必要がなく、既存のタンク

などが使えるため、コストが抑えられる利点がある。将来は生成時に一酸化炭素（C02）を出さ

ない「グリーン水素」の供給を目指す。プロセスを簡略化して、製造コストを抑える狙い。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（リプル電流耐量を11％向上）2021年 2月

同社は、産業機器向け大型アルミ電解コンデンサの新製品としてリプル電流耐量を従来

比で大幅に向上させたスナップイン形EPCOSアルミ電解コンデンサ「B43548シリーズ」を

販売開始すると発表した。今回開発のB43548シリーズは、同社グループのアルミ電解コン

デンサ市場のマザー工場であるハンガリーのソンバタイ工場で量産開始を行っている。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○マクセル株式会社（高容量ＣＲ同形電池を開発）2021年 2月

同社は、独自の電極技術でエネルギー密度を高め、業界最高レベルの高容量を実現させた高

容量を実現させた高容量円筒形二酸化マンガンリチウム電池（高容量CR円筒形電池）を開発し

た。近年のモニタリングやセンシング技術の発展により、通信機能を持つ機器の需要が高まる

につれ、CR筒形電池市場の成長が見込まれている。「CR1750AU」は21年度中に販売を開始。

(4)スマート家電（デジタル家電関連）

既刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○ 2021年1月期民生用電子機器国内出荷額（JEITA）2021年 1月

JEITAによると、2021年1月期の民生用電子機器国内出荷額は、前年同月比10.9％増の1049

億円と7ケ月連続でプラスとなった。オーディオ機器は、同24.5％減の31億円51億円だった

が、映像機器は同9.2％増の478億円、カーAVC機器は同17.9%増の520億円と5ケツイ連続の

プラスで、好機に推移している。製品別では薄型テレビが同18.2%増ﾉ 41万4千台となった。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2021 年 2 月 24 日（水曜日）No.21022404                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail: info@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社北川鉄工所（風力発電建設専用クレーン）2021年 2月

同社は、陸上風力発電の施設に特化したタワークレーンを開発した。建設事業者向け鹿島が

山形県の風力発電所の建設で最初に導入した。政府は固定価格買い取り制度（FIT）の認証を取

得しているものの稼働を始めていない「未稼働案件」について、認証を執行させる政策を強化

している。失効前に完工して稼働させる必要があり、陸上風力発電の建設が国内で増加する。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 太陽光発電市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＩＨＩ株式会社（太陽光発電で水素製造実証プラント検討）

同社は、オーストラリアの電力会社「CSエナジー」と共同で、現地に太陽光発電で作っ

た電気を利用した水素製造の実証プラントを建設する検討を始めた。生成時に二酸化炭素

（CO2）を出さない再生可能エネルギー由来のクリ－ンな水素を、日本と比べて割安な豪州

の太陽光由来の電気で製造、供給する。豪州は日照時間が長く太陽光発電に適している。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○ミネベアミツミ株式会社（充電電流が3ｍAからコントロール）2021年 2月

同社はグループ会社のミツミ電機は、各種ウエラブル機器向けに充電電流を３mAから正確に

コントロールでき、電池リークも1nA まで抑え、かつ業界最小クラスを実現したリニア充電制

御ｲ C「MM3885シリーズ」を開発、生産を開始した。USBの普及でスマートフォン以外でもリチ

ウムイオン電池充電タイプの機種が拡大。サンプル価格は100円（税別）。月産100万個体制。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2020 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（NFC用の積層インダクタ）2021年1月

同社は、NFC（ニア・フィールド・コミュニケーション）用の低抵抗積層チップインダクタ

｢MLJ1H11005｣を開発、今月から量産開始する。新材料開発により、大電流印加時の交流抵抗の

低減を実現。インダクタンスの狭公差±5％に対応する。漏れ磁束を抑制して、高密度を実装に

適している。サンプル価格は30円。生産は国内で行い2月から月産200万個の量産を開始。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2 月 17 日（水曜日）No.21021703                                 JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail: info@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○太陽誘電株式会社（電気二重層キャパシタを拡充）2021年 2月

同社は、電気二重層キャパシタの製品ラインアップを拡充する。21年1月にシリンダ形電気

二重層キャパシタ「LPシリーズ」に4アイテムを追加すると発表。容量やサイズバリエーショ

ンを増やし、機器設計の最適化への貢献度を目指す。この他に公渉容量 12F 品、公称容量 12F

品、公称容量16F品などを新たに追加ラインアップ。用途はサーバー、ドライブレコーダなど。

(2)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○テキサス・インスツルメンツ（EV向け電力管理システム）2021年2月

同社は、電気自動車向けの電力管理ソフトを開発した。無線を使ってバッテリーシステムを

構築できるのが特徴。配線などを省けるために設計が柔軟にできるほか、単体の軽量を化につ

ながる。各国が競う脱炭素の政策を追い風に広がる環境車市場を取り込む このほど無線バッテ

リー管理システムの提供を開始、同システムの提供を開始し半導体製品の販売を行っていく。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○東亜合成株式会社（燃料電池車の接着剤拡販）2021年 2月

同社は、水素関連の事業を成長させる。燃料電池車（FCV）の電池向けに接着剤の供給を始め

た。車載用電池向けの売上高を2025年度にも数十億円規模にする目標。化学品を製造する工場

で発生する水素をFCVなどに向けて供給する水素ステーションも21年秋に稼働開始する予定。

世界的に脱炭素化の動きが進む中で、環境対策につながる製品の供給で成長を目指していく。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○東京電力株式会社（仮想発電所の事業家広がる）2021年 1月

同社は、21 年度にも立ち上がる需給調整市場を見据えて、仮想発電所（VPP）に関する事業

開始に向けた偉業の働きが活性化している。エナリスは VPP に使う蓄電池などの契約に向けた

営業を本格化。東京電力ホールディングス（HD）は企業に VPP への参入を支援する事業を開始

する。再生可能エネルギーの普及につながるVPPの普及で、日本の脱炭素化が加速しそうだ。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 2 月 10 日（水曜日）No.21021002                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail: info@j-economic.co.jp

(1)スマート家電（デジタル家電関連）

既刊「2020 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2020年パソコン国内出荷実績（JEITA）2021年 1月

JEITA によろと、ノートパソコンの国内出荷台数が8年ぶりに過去最高を更新した。20年の

出荷台数は前年比25％増の894万5千台で、12年の821万2千台を抜いた。背景にあるのは小

中学校に一人一台を配備する「GIGAスクール構想」関連での地方自治体からの受注である。ま

た在宅勤務や住宅授業の浸透も追い風となった。デスクトップパソコンは42％落ち込んでいる。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○中部電力株式会社他（電気・ガス・水道を一括検針）2021年 1月

同社と静岡ガス、静岡市は自動検針を一括して行う実証試験を始めた。中部電のスマホメー

ターを使って、電気だけでなくガスや水道の使用量データも自動で収集する。検針を効率化す

るほか、新サービスの創出や災害復旧の迅速化にもつなげる考えである。実装試験は、静岡市

の集合住宅（16戸）で行うものである。都市ガスと水道のメータに通信機器を取り付ける。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○ミネベアミツミ株式会社（スマホの急速充電性能を最大化）2021年 1月

同社は、スマートフォンの急速充電性能を最大化できるリチウムイオン電池（LiB）保護 IC

「MQC860」を開発。米クアルコム社製スナップゴラゴンのモバイル向けプラットフォームで、

急速充電システムを補充でき、ユーザーの利便性向上に貢献する。近年はLiBを搭載する製品、

特にスマホ用の電池では高容量比が進んでいる。21年3月から国内工場で量産していく方針。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○株式会社コロナ（太陽光の余剰電力を有効活用）2021年 1月

同社は、太陽光発電システムの余剰電力をこれまで以上に有効活用できる。エコキュートの

新製品を 21 年 1月から順次発売する。固定価格買い取り制度（FIT）の買い取り機関が終了す

る家庭が増えていることに対応し、余剰電力を利用して昼間に湧き上がる割合を最大8割に高

めた。売電よりも経済的なメリットが出る自家消費を新製品で促していく。新製品は34機種。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail: info@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○日立Astem株式会社（電動者向けに優先投資）2021年 1月

同社は、日立製作所とホンダ傘下が統合した新会社で、日立の完全子会社である日立オート

モティブシステムズとホンダ傘下のケーヒン、ショーワ、日信工業が統合することで、2021年

1月 1日に誕生した。出資比率は日立が66.6％、ホンダが33.4％となっている。4社の19年度

の売上高を合算すると約1兆5000憶円となる。電動化などが進む車部品業界の地位を固める。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社LoooP（再生エネルギー電気を融通）2021年 1月

同社（東京都台東区）は、コミュニティ内で再生可能エネルギーの電気を融通し合なが

ら活用できる、エネルギー・マネジメント・サービス「エネプラザ」の構築を進めている。

これは各住宅が屋根上の太陽光パネルで電力を活用するサービス。既に環境省の補助事業

で、さいたま市と協力し同市内でモデル地区の開発に着手、21年度中に運用開始を目指す。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○横河ソリューションサービス株式会社（仮想発電所を実証に参画）2021年 1月

同社は、神戸市内に分散された水道施設と出光興産の産業用蓄電池を活用した地域協調型の

仮想発電所（VPP）構築実証事業を開始。水道施設のポンプと、出光興産が設置する蓄電池をエ

ネルギーマネジメント技術とデジタル技術で遠隔・統合統合制御。一つの発電所のように機能

させる仕組みの構築を目指す。VPPで需要を創出できれば、発電した電力を有効に活用できる。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○サンテックパワージャパン（山口県に太陽光発電所）2021年 1月

同社は、宇部太陽光発電所Ⅱ（山口県宇部市）の稼働を始めた。発電出力は486kW。同社は、

中国太陽光パネルメーカーの大手無錫サンテックパワーの日本法人。子会社のサンテックエナ

ジーディぺロップメント（東京・新宿）が開発を手掛けた。宇部太陽光発電所Ⅱは、耕作放棄

地を活用し、太陽光パネルを1296枚設置。約120世帯分の年間消費電力の発電が可能となる。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2021 年 1 月 27 日（水曜日）No.21012704                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail: info@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○住友商事株式会社（中古ＥＶ電池で大型蓄電池設備）2021年 1月

同社は、電気自動車（EV）の中古二次電池を活用した大型蓄電池設備の開発に乗り出す。最

大で1千台の二次電池を使い、2023年度にも発送電網につながる。太陽光や風力など出力が不

安定な再生可能エネルギーと組み合わせれば、電力の需給調整の役割を賄える。欧米では定着

している電気の需要と供給のギャップを蓄電池で埋める事業は日本でも将来的に立ち上がる。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社ＪＥＲＡ（秋田に洋上風力拠点）2021年 1月

同社は、東京電力HDと中部電力が折半出資するJERAが、国内での再生可能エネルギー

開発を本格化する。現在、秋田県沖2海域に洋上風力の開発を目指す。早ければ1月中に

も秋田県に再生エネの事業拠点を新設し、地元自治体との対話などを強化すうる。世界的

な脱炭素の流れで事業転換を迫られる中、海外に続き国内でも洋上風力の開拓を進める。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○株式会社エフオン（バイオマス電力を法人に外販）2021年 1月

同社は、法人向けの電力小売事業に本格参入する。グループ内で販売していたバイオマス発

電の電力を外販。21年 6月までに3憶円の売り上げを目指す。バイオマス発電の電力を固定価

格買い取り制度に基づいて売電している。脱炭素化の流れを受けて、企業や自治体などで再生

可能エネルギー由来の電力需要が高まっており、再生エネルギー事業の収益向上につなげる。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○大同特殊鋼株式会社（業界最高の磁気ノイズ抑制効果）2021年 1月

同社は、業界最高レベルの磁気ノイズ抑制効果を有した、軟材磁性材のパーマロイド箔

「STARPAS」を開発し、21年1月から販売を開始した。新製品は、通信やIoT機器の高周波化、

自動車の電動化、自動運転の普及に伴い増加する電磁波ノイズの中で、従来の対策が困難だっ

たキロヘルツからメガヘルツへの周波数帯域以下の磁気ノイズに対して抑制効果を持っている。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2021 年 1 月 20 日（水曜日）No.21012003                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail: info@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（電子デバイス池関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○パナソニック株式会社（損失電力半減で耐電圧2倍）2021年 1月

同社インダストリアルソリューションズ社は、損失電力 1.5W、高耐電圧 125V 以下の車載用

パワーチョークコイルを開発し、21年 2月から量産を開始。ガソリン車、ディーゼル車、ハイ

ブリッド車の昇圧 DC/DC コンバータ回路、高機能車載搭載 ECU 電源回路、機電一体型車載 ECU

回路向けに供給。独自の金属磁性材料を用いたメタルコンポジット材料をベースにしている。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2020年 10月電子部品世界出荷額（JEITA）2021年 1月

JEITAによると、20年10月度の電子部品グローバル出荷額は前年同月比3.5％増の3355

億円となり、2 ケ月連続で前年同月比プラスとなった。中国や米国などでの自動車生産回

復や、巣ごもり関連需要の好調継続などが電子部品出荷を押し上げた。10月度の国内出荷

は同3.0％増となって、24ケ月ぶりに前年銅月を上回った。コンデンサは11％増となった。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○ＦＤＫ株式会社（ＳＭＤ対応の小型全個体電池）2021年 1月

同社は、湖西工場（静岡県湖西市）において SMD 対応小型全個体電池「SoLICI」の生産を開

始した。小型で高電圧、高エネルギー密度、高い安全性や環境適合性などを特徴とする電池。

次世代電池として成長戦略製品として位置付けており、月産30万個の生産体制を確立。2年後

にはどう200万個まで生産規模の拡大を目指す。今後は、さらなる容量・性能向上に取り組む。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○自然電力株式会社（太陽光発電事業ブラジルで加速）2021年 1月

同社は、ブラジルでの太陽光発電事業を加速している。20年だけで、首都・ブラジリアなど

にメガソーラー4件、出力計訳4.7MWを完成させた。21年も数件の発電計画が完工する予定。

同国には 15 年 11月に関連法が改正された「遠隔ネットメータリングシステム」とい仕組みが

ある。同国内での再生可能エネルギー志向の高まりから引き合いも多くビジネス拡大を目指す。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 1 月 13 日（水曜日）No.21011303                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail: info@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（蓄電池関連）

既刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○シャープ株式会社（電力の自家消費ニーズ対応）2021年 1月

同社は、蓄電池市場で 3年連続業界トップシェアを維持しており、このほど新製品を投入す

る。電力の自家消費ニーズの高まりや災害時の停電対策のため、住宅用の蓄電池市場が近年急

激に伸びている。そのため同社はさらなる市場シェア拡大を目指す。19年度で住宅用蓄電池の

販売台数は1万8千台となった。20年度はシェア20％を目指し4年連続トップシェアを狙う。

(2)スマート家電（デジタル家電関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2020年 11月次民生用電子機器国内出荷金額（JEITA）2021年 1月

JEITA によると、20 年 11月次の民生用電子機器国内出荷金額は、前年同月比18.3％増

の1337億円となった。テレビなど映像機器は同6.8％増の652億円、オーディオ関連機器

は同10.6％増の67億円。カーAVC機器は同38.9％増の618 億円で3ケ月連続のプラス。

製品別では薄型テレビが同25.2％増の51万3千台、4K（対応）テレビは26.9％増だった。

(3)スマートデバイス（バッテリー関連）

新刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○ＦＤＫ株式会社（ＳＭＤ対応の小型全個体電池）2021年 1月

同社は、湖西工場（静岡県湖西市）において SMD 対応小型全個体電池「SoLICI」の生産を開

始した。小型で高電圧、高エネルギー密度、高い安全性や環境適合性などを特徴とする電池。

次世代電池として成長戦略製品として位置付けており、月産30万個の生産体制を確立。2年後

にはどう200万個まで生産規模の拡大を目指す。今後は、さらなる容量・性能向上に取り組む。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○電源開発株式会社（海外で再生可能エネルギー拡大）2021年 1月

同社は、海外における再生可能エネルギーの開発を加速している。オーストラリアの再生エ

ネルギー事業者と共同出資会社を設立し、22年から同国で風力発電所を建設。米国では太陽光

発電所の稼働を見込む。世界的な脱炭素の流れが強まる中、再生可能エネ事業を強化。2025年

までに合計100万ｋWの再生エネを新規開拓する。有望な案件をいかに開拓できるかが焦点。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2021 年 1 月 6 日（水曜日）No.21010801                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail: info@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅲ章更新・他

○イーレックス株式会社（業界最大のバイオマス発電所）2020年 12月

同社は、石油元売り最大手の ENEOS（エネオス）大型バイオマス発電所の建設計画の検討を

進める。設備出力は 300MW 規模を予定している。事業家に向けた検討に両者が合意し、建設へ

の第一歩として環境アセスメントに着手する。同社によれば再生可能エネルギーのなかでもバ

イオマスは、太陽光や風力の変動制を補うことがでいる重要なポジションを占めているとする。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2020 ＥＭＣ・ノイズ対策市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（広帯域で高インピーダンス）2020年 12月

同社は、高周波帯域で低損失のフェライト財を適用して、高周波での高インピーダンス

と通電時のインピーダンス変動抑制を実現した車載PoC用ノイズサプレッションフィルタ

「MDF1005 シリーズ」を開発。当初月産 500 万個を予定して量産を開始。サンプル価格は

30円/個。今後同社で は、インピーダンスの拡充を図って、ユーザーの要求に対応する。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2021 太陽光発電市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○伊藤忠株式会社（米の太陽光会社を買収）2020年12月

同社は、米国の太陽光発電所向け運転管理サービス会社ベイ 4・エナジー・サービシズを買

収した。数十億円を投じ 100％子会社化。同社は大手電力会社や政府機関、投資家など向けに

計160万kWの太陽光発電を管理、全米で事業を展開している。現地で新設が相次いでいる太陽

光の管理事業を成長分野とみて伊藤忠は投資を決めた。同社は米国の電力管理需要を取り込む。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○中部電力株式会社（茨城県にバイオマス発電所）2020年 12月

同社は、茨城県神栖市の工業団地内にパームヤシ殻を燃料に使うバイオマス発電所を建設。

発電力は5万kWで、一般家庭11万世帯の使用量にあたる年3億5千万Kw時のエネルギーを供

給する。2023 年 7 月の稼働を予定。中部電が45％、三菱UFJ リースが14％出資する発電会社

が運営する。バイオマス発電は再生可能エネルギーのひとつで中部電は設置を拡大している。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2020 年 12 月23 日（水曜日）No.20122304                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅲ章更新・他

○双日株式会社（水素液体化輸送調査）2020年 12月

同社は、水素の効率的な供給網づくりに向けて調査を始めると発表した。水素を有機溶剤の

一種であるトルエンと反応させて液体（メチルシクロヘキサン）にし、安定した状態で運ぶ。

関連技術を持つ北海道の企業と連携し、燃料電池車（FCV）の普及が進む中国・山東省で実証実

験を計画する。日本での展開も視野に入れる。運搬後に水素とトルエンを分離して供給する。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○中部電力株式会社（スマートメーターを解放）2020年 12月

同社は、サーラコーポレ－ションと組んで、デジタル戦略に弾みを付ける。活用するの

は、スマートメーター(次世代電力計)。サーラ系列から LP ガスの供給を受けている約 17

万の家庭や事業所で、手作業による月1回の検針を廃止。21年4月からの使用量をリアル

タイムで把握し、まずは交換ボンベの配送効率を上げる。公共インフラの維持につなげる。

(3)スマートデバイス（蓄電池関連）

新刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○株式会社日立ハイテク（リチウムイオン電池劣化即判断）2020年 12月

同社は、リチウムイオン電池の性能劣化余寿命と即座に測定できる診断手法を開発。これま

で劣化診断には数時間ほどかかっていたが、新手法では数秒～2 分の程度まで短縮。電気自動

車（EV）で使用した中古の電池をフォークリフトや家庭用蓄電池などに再利用できるか評価す

る用途などを想定。新手法は研究開発グループが考案した。EVの普及に伴い需要を開拓する。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

近刊「2021 太陽光発電市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○パナソニック株式会社（IHクッキングヒーター）2020年 12月

同社は、生産累計が700 万台を突破した200V対応IHクッキングヒーターのさらなる普及拡

大を目指し、買い替え・新規購入ユーザーを対象に様々な切り口で訴求を強める。IHクッキン

グヒーター市場は買い替え需要の拡大が見込めて、トップシェアである同社が市場の裾野拡大

をけん引していく。同社によれば、買い替え対象となるストックは約380万台と見ている。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2020 年 12 月16 日（水曜日）No.20121603                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F
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(1)スマート家電（デジタル家電関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅲ章更新・他

○2020年 10月期国内パソコン出荷実績（JEITA）2020年 12月

JEITAによると、20年10月のパソコン国内出荷台数は、前年同月比3.6％増の77万8000台、

うちデスクトップが同56.8％減の9万台、ノート型が同26.7％増の68万 8000台だった。ノー

ト型の比率は88.4％。出荷金額は前年同月比21.1%減の553億円、うちデスクトップが同46.3％

減の98億円、ノート型が同12.2％減の455億円、台数は2ヶ月連続で前年同月を上回った。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○中部電力株式会社（スマートメーターを解放）2020年 12月

同社は、サーラコーポレ－ションと組んで、デジタル戦略に弾みを付ける。活用するの

は、スマートメーター(次世代電力計)。サーラ系列から LP ガスの供給を受けている約 17

万の家庭や事業所で、手作業による月1回の検針を廃止。21年4月からの使用量をリアル

タイムで把握し、まずは交換ボンベの配送効率を上げる。公共インフラの維持につなげる。

(3)スマートデバイス（蓄電池関連）

新刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（チップNTCサーミスタ拡充）2020年 12月

同社は、導電性接着剤実装用チップ NTC サーミスタ「NTCSP シリーズ」を開発し、製品ライ

ンアップを拡大。温度検知、温度補償用途における、はんだ接続実装プロセスでは困難な用途

に適する。特に信頼性を要求する自動車分野をターゲットに開発した。月産 200 万個で量産を

始めている。今後もチップサイズ、サーミスタ特性及び使用温度範囲の拡大など応えていく。

(4)スマートデバイス（電子部品関連）

新刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○2020年 9月度電子部品グローバル出荷額（JEITA）2020年 12月

JEITAによると、20年9月度の電子部品グローバル出荷額は、前年同月比4.9％の3489億円

となり、7 ヶ月ぶりに前年同月比プラスとなった。中国や米国などでの自動車生産回復や、ス

マートフォン新モデル需要、巣ごもり関連のPCやゲーム機需要の増大などが、電子部品出荷を

押しあげている。製品別では、高周波部品が同19％増、コンデンサが同12％増となっている。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2020 年 12 月 9 日（水曜日）No.20120902                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（蓄電池関連）

既刊「2020 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅳ章更新・他

○東レ株式会社（LiB用無孔セパレータ創出に成功）2020年 11月

同社はリチウムイオン二次電池（LiB）用無孔セパレータの創出に成功。こノセパレータをウ

エアラブルデバイスやドローン、電気自動車（EV）向けなど次世代超高容量・高安全 LiBへの

適用を目指す。LiB の需要な、モバイル機器、定置用蓄電池などの民生用途に加え、EV の普及

拡大に伴う車載用途で急速に伸長している。用途の広がりに伴いさらなる高容量が求められる。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ジャパンリニューアルエナジー株式会社（石狩湾で洋上風力）2020年 11月

同社（JRE）は、再生可能エネルギーの開発を手掛けているが、北海道石狩湾沖で洋上風

力発電の開発に乗り出す。発電出力計 100 万ｋW の発電所を建てる計画である。同海域では、

複数の事業者が開発計画を進めている。石狩湾沖の計画では、複数の事業者が開発計画を進め

ている。石狩湾の計画では、競走はさらに厳しくなる。長崎県西海市などでも計画を進める。

(3)スマートデバイス（蓄電池関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（大容量電池200億円追加投資）2020年 11月

同社は、「パワーセル」と呼ばれる大容量のリチウムイオン二次電池（LiB）向けの投資を拡

大する。21年3月期通期の設備投資計画を従来の1800億円から2000億円に増資して、増額の

大半をパワーセルの開発に振り向けるとする。家庭用蓄電池や電動バイク向けなど需要が高ま

ると判断した。スマートフォン向けなど比較的容量の少ないタイプと並ぶ収益の柱に育てる。

(4)スマートデバイス（蓄電池関連）

既刊「2020 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ミツミ電機株式会社（温度保護機能など内蔵）2020年 11月

同社は、ミネビアミツミグループである。リチウムイオン二次電池1セル用保護IC「MM3746

シリーズ」を開発し生産を開始。同製品はNC サーミスタによる温度保護機能を内蔵している。

用途としては、スマートフォン、タブレット端末、ワイヤレスイヤホンを含むエアラブル機器、

その他モバイル機器など。近年の電池パックでの高容量化、急速充電などのニーズに応える。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2020 年 12 月 2 日（水曜日）No.20120201                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 太陽光発電市場・技術の実態と将来展望」第Ⅳ章更新・他

○ＪＦＥエンジニアリング株式会社（太陽光パネル再生事業に参入）2020年11月

同社は、太陽光パネルのリサイクル事業に参入する。このほど実証実験を始め、21年度の事

業化を目指す。30年度に年間40 枚をリサイクルする規模に拡大する目標。太陽光パネルは12

年に始まった再生可能エネンルギーの固定価格買取制度（FIT）をきっかけに普及した。今後は

パネルの廃棄量が急増する見込みである。成長が期待できるリサイクル事業を拡大していく。

(2)スマートデバイス（半導体チップ関連）

近刊「2021 スマートデバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ローム株式会社（超小型赤外線LEDを開発）2020年11月

同社は、VR/MR/AR の視線追跡用に適した超小型赤外 LED「CSLI501RW」を開発した。20

年 11 月にサンプル出荷を始め、21年 3月から月産 100 万個で量産を開始する。サンプル

価格は 100 円（税込）/個。新製品は、1.0×0.55×0.5mm の超小型サイズで、ピーク時波

長860nm赤外LED。実装面に対して側面から光を出すことができデザイン自由度を高めた。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○東京電力ホールディングス株式会社（ＥＶ急速充電器を実証）2020年 11月

同社は、電気自動車向け急速充電器の共同利用について、実証試験を始めた。1 台の充電器

を複数の企業や自治体を使い、利用状況に関するデータを集める。同社はＥＶ充電器の設置を

進めている。今回の実験結果を設置場所の選定などに役立てる考え。経済産業省の実証事業と

して21年2月末まで約3ヶ月、山梨県南アルプス市で実施、同社の事務所に急速充電器を設置。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○パナソニック株式会社（200Ｖ対応ＩＨクッキングヒーター）2020年11月

同社は、1990 年に世界で初めて 200Ｖ対応ＩＨクッキングヒーター初号機を投入してから、

今年で 30年の節目を迎えている。生産累計（グローバル）も 11月に 700万台を達成、国内の

ＩＨクッキングヒーター、オール電化市場の拡大をけん引してきた。安心・快適なキッチン空

間の実現に貢献するＩＨクッキングヒーターの普及を加速させて、食文化の向上に貢献する。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2020 年 11 月25 日（水曜日）No.20112504                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマートデバイス（蓄電池関連）

既刊「2020 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅳ章更新・他

○ＪＦＥケミカル株式会社（車載電池材料を生産能力2倍に）2020年 11月

同社は、車載用リチウムイオン電池などの原料の負極材事業を20年度末までに国内や中国に

持つ工場で設備投資を実施。石炭由来のハードカーボンの負極材で生産能力を2 倍に増やす。

電気自動車（EV）の普及などにより負極材の需要拡大が見込まれるなか、供給体制を強化して、

業績拡大につなげる考え。ハードカーボンはコークスを作る過程で出るコールタールを使う。

(2)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○米・テスラ社（来年の上海工場EV生産55万台に引き上げ）2020年11月

同社は、中国・上海の工場「ギガファクトリ-3」（上海工場）における来年の生産台数を倍増

し、55 万台に引き上げる。現行の「モデル 3」に加えて「モデル Y」の生産も行う。中国メデ

ィアが報じた。100％出資の上海工場は、同社が、米国以外生産している推一のEV工場。19年

末に操業を開始した同工場で生産するEVは中国国内だけでなく先月には欧州受けに輸出した。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅰ章更新・他

○パナソニック株式会社（アルミ電解コンデンサ2割増産）2020年 11月

同社は、サーバーや通信基地局に使う電子部品の増産に乗り出す。新たに熊本県の工場でオ

ンデンサの材料の生産を始め、21年中に「導電性高分子アルミニウム電解コンデンサ」の生産

能力を従来より2割増やす。中国では21年までに基地局のアンテナに使う電子材料を増産。高

速通信規格「5G」のインフラ投資による需要増に対応。ポリマーなど材料を生産し海外で生産。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○デルタ電子株式会社（豪雪地に住宅用太陽光蓄電システム）2020年10月

同社は、太陽光モジュールを支える架台メーカーのスワロー工業と共同で、従来は導入が難

しかった豪雪地でも設置できる住宅用太陽光ハイブリッド蓄電システムを開発した。既存品を

ベースに、設置工作などを工夫して低コストで実現。第一号を長野県山間部の住宅に設置し暮

らしの様子を情報発信しながらPRしていく。太陽光の普及を加速させるため未開拓地を拡大。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2020 年 11 月18 日（水曜日）No.20111803                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅲ章更新・他

○株式会社レノバ（再生エネルギー設備をＩＴで管理）2020年 11月

同社は、運用・保守のＩＴ化を加速させる。保有する太陽光発電所の管理データを統合。ド

ローン（無人小型機）を使って点検するほか、出力制御もオンラインに切り替えた。一連のデ

ジタル化で数千万円のコスト削減を見込む。同社は、19年3月に太陽光発電所の監視システム

を統合した。今後は、運用・保守を効率化し、再生可能エネルギー事業の収益増加につなげる。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（DCリンク用モジュールコンデンサ標準化）2020年11月

同社は、DCリンク用モジュールコンデンサのコンセプト「ModCap」を発表した。これまでDC

リンクの用は、円筒型やカスタム設計が多かったが、今回標準化することで、容易に使用でき

ることも低コスト化を図ることができる、スペイン工場で量産を開始した。新たに開発したコ

ンデンサは、1100～2300Vの定格電圧に使用でき、365μ～2525Μfの静電容量範囲をカバー。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場・技術の実態と将来展望」第Ⅰ章更新・他

○出光興産株式会社（蓄電池やEVなどを組み合わせ）2020年11月

同社は、日本ユニシス（東京都江東区）と共同で、太陽光発電と電気自動車（EV）、蓄電池を

組み合わせたエネルギーでマネジメントを技術の開発を目的として宮崎県の工場で実証試験を

始めた。実際の事務所での電力需要や業務・通勤で使用するEVの稼動状況などの実績からデー

タを予測化した上で、EVや蓄電池の充放電制御を最適化するシステムの構造を目指している。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○株式会社東芝（再生可能エネルギーに1600億円投資）2020年10月

同社は、再生可能エネルギーにカジを切る。石炭火力発電所の新規建設から撤退すると発表

した。2022 年度までに再生可能エネルギー分野で 1600 億円を投資する。風力発電設備の国産

化や全国に分散する再生可能エネルギー電力のかンんりシステム開発を進めて、脱炭素の流れ

に乗ってインフラ事業を成長の柱に据える。火力時代から蓄積してできた総合力を生かす。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2020 年 11 月11 日（水曜日）No.20111102                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマート家電（デジタル家電関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅲ章更新・他

○2020年 9月期パソコン出荷実績（JEITA：電子情報技術産業協会）2020年 11月

JEITAによると、国内のノートパソコンの国内出荷台数が前年同月比61.2％増の133万 4 千

台となった。背景にあるのは学校で1人1台の学習用端末を配備する「GIGAスクール構想」関

連での地方自治体からの受注の本格化である。急速に需要が立ち上がったことで、今後は部材

の調達が滞る懸念も残る。9月全体の出荷台数は前年同月比25.7％増の144万9千台だった。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2020年 8月電子部品グローバル出荷額（JEITA：電子情報技術産業協会）2020年 11月

JEITAによると、20年8月の電子部品グローバル出荷学は前年前年同月比6.8％減の2952億

円となり、6 ヶ月連続で前年比マイナスとなった。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に

伴う自動車関連を中心とした需要低迷や個人消費の低迷などが響いた。8 月のグローバル出荷

の分類別では、受動部品が前年比2.2％増、その他の電子部品が同3.3％増と2ヶ月連続で増加。

(3)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅰ章更新・他

○2020年 10月国内新車販売台数実績（JADA：日本自動車販売協会連合会）2020年 10月

同団体などが発表した20年 10月の国内新車販売台数(軽自動車含む)は、前年同月比29.2％

増の40万 6,851台だった。消費増税と新型コロナウイルスの影響で前年割れが続いていたが、

19年9月以来13ヶ月ぶりの前年比プラス。登録車（排気量660cc超）は31.6％増の25万 3304

台で、軽自動車は25.6％増の15万 3547台。登録車と軽自動車ともに13ヶ月ぶりの前年超え。

(4)スマートデバイス（蓄電池関連）

既刊「2020 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○マクセルHD株式会社（小型固体二次電池来年から増産へ）2020年10月

同社は、2021年に次世代電池とされる「全固体電池」で小型品を量産する。形状はコイン型

で、小野工場（兵庫県小野市）に生産設備を導入した。電池の容量も大きく、スマートウオッ

チなどウエラブル製品での需要が見込めると判断。全固体電池事業の売上高を25年に約300億

円に増やす。全固体電池は、現在の電池の主要製品であるリチウムイオン電池と同じ二次電池。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2020 年 11 月4 日（水曜日）No.20110401                             JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東日本旅客鉄道株式会社（燃料電池車を共同開発）2020年 10月

同社（JR東日本）は、日立製作所とトヨタ自動車と共同で、燃料電池と蓄電池を使用する試

験用の車両を開発。開発や実験費などで計約 40 億円を投じ、2022 年 3 月頃から実証実験を予

定。技術が実用に耐えるか実証。燃料電池で走行する列車は実用化されれば日本初となる。燃

料電池車両などの取り組みを進め、JR東日本はグループ全体で50年度にCU2排出ゼロを目指す。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○アルビト株式会社（風力発電の点検・補修を一括）2020年 10月

同社は、点検と補修を一括で販売するサービスを始めた。ドローン（小型無人機）を使って

コストをコストや点検時間を減らすほか、点検と補修をセットにして発電事業者の負担を減ら

す。風力発電設備は老朽化が進んでおり、発電設備の点検・補修サービスの需要は高まりに対

応する。風力発電設備の点検・補修では、点検会社と補修会社が分かれるのが一般的である。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅰ章更新・他

○株式会社Looop（家庭用蓄電池体積3割減少）2020年 10月

同社は、体積を 3割減る減らした太陽光発電向けの小型蓄電池「エネブロック」の販売を開

始した。自家消費のための蓄電池の需要が増えているほか、災害時の備えとしての関心も高ま

っている。屋内でも設置できる手軽さを売りに一般家庭に売り込む。大きさは横幅cm、奥行き

41cm、高さが９cm。従来製品「Looop（ループ）でんち」に比べ体積に約3割に抑えたとする。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートグリッド市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東芝エネルギーシステムズ株式会社（マイクログリッド網に的）2020年10月

同社は東芝系のエネルギー事業子会社である、。同社は分散型電源の制御システムなどを手掛

ける米社と協業する検討に入った。施設やオフィスなど特定の地域内で独立して電力を作って

賄うマイクログリッド（小規模電力網）と呼ぶ分野でのシステム構築を視野に入れる。マイク

ログリットは、災害時の非常用電源として注目が集まっており、事業拡大に踏み出すとする。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2020 年 10 月28 日（水曜日）No.20102801                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマートモビリティ（次世代自動車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○出光興産株式会社（ＥＶ利用でＳＮＳ分析）2020年10月

同社は、実証実験中の超小型電気自動車（EV)を使ったカーシェアリングで、EV の移動デー

タとツイッターなどの SNS（交流サイト）データを組み合わせた消費者の需要分析を始めた。

EVのサービス向上や観光池開拓に役立てる。同社ではこうしたデータから、消費者ニーズを掘

り起こし、効果的な充電スポットの設置所を探るなどサービス向上につなげたいとしている。

(2)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱自動車工業株式会社（データ活用を収益源に）2020年 10月

同社は、コネクテッドカー（つながる車）から得られるデータの利活用を本格化する。手始

めに今年度内に運転手を支援する独自アプリ「電動車両サポート」を日本国内で提供し始める

ほか、イスラエルのデータ分析会社と組んでデータ販売にも乗り出す。新車販売によって得ら

れる収入の比重は中長期的に低下すると見られており、データを新たな収集源に育てたい考え。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅰ章更新・他

○株式会社スマートエナジー（小規模太陽光発電の一括管理）2020年10月

同社は、太陽光発電に投資するファンドを共同で設立した。20億円規模で100ヶ所以上の小

規模発電所を取得する計画。小規模太陽光は 1件当たりの収益を出しにくく、まとめて管理す

ることで売電による収益の安定的な確保を目指す。同社は、低圧太陽光建設のグリーンステム

コーポレーションと共同出資して、合同会社グリーンネクストジェネレーション1号を設立。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱電機株式会社（自治体とスマートシティ実証実験）2020年 10月

同社は、グループ内外の技術や事業を結集した統合型のソリューションビジネスの開発を目

指し、自治体との実証実験を進める。スマートシティ（次世代都市）や高齢者の見守りサービ

スなどを対象に実施する。開発速度を高めるため、スタートアップに対して 100 億円規模の投

資も計画する。今年4月に立ち上げたビジネスイノベーション本部がプロジェクトを推進する。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2020 年 10 月21 日（水曜日）No.20102101                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○東日本旅客鉄道株式会社（燃料電池ハイブリッド車両）2020年 10月

同社は、水素を活用する燃料電池と一般的な蓄電池を搭載した「ハイブリッドシステム」の

試験車両をトヨタ自動車や日立製作所とともに開発し、2022年3月頃に釣見線や南武線で実証

実験を行う。車両の愛称は春の訪れを告げる鳥として知られる「ひばり」として、車両に新た

なエネルギーを吹き込むイメージのロゴをデザイン。試験車両は2両編成で最高時速100km。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅲ章更新・他

○ＳＢエナジー株式会社（福島で太陽光発電が稼働）2020年 10月

同社は発電事業を手掛けている。同事業の米インペナジーと福島市で太陽光発電所の運転を

開始した。初年度の年間の予想発電量は約 2700 世帯（最大約 9200kW）の電力を賄える。イン

ベナジーの日本法人、インベナジー・ジャパン（東京・千代田）とSBエナジーの共同出資会社、

クイーンズ・ソーラー・エナジー（同・港が運営する。同発電所の敷地面積は約24万㎡。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅲ章更新・他

○2020年 7月期グローバル電子部品出荷額（JEITA：）2020年10月

JEITA によると、20 年 7 月のメーカーによる世界での電子部品の出荷額が前年同月比 5％減

の3011億円だったと発表。５ヶ月連続で同年実績を下回った。ただ、新型コロナウイルス感染

拡大の影響で混乱したサプライチェーン（供給網）はほぼ正常化し地域ごとの出荷額の差は縮

小した。例年の秋以降に生産が増えるスマートフォンの需要回復が同市場の回復を左右する。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○オリックス株式会社（太陽光発電にドローン点検）2020年 10月

同社は、子会社（オリックス・リニューアブルエナジー・メネジメント（東京・江東区））を

通じて太陽光をドローンで点検するサービスが広がっている。太陽光は2012年以降の固定価格

買い取り制度（FIT）を背景に普及したが、足元ではパネルの老朽化が進んでいる。NTTファシ

リティーズなど各社は、ドローンで点検を効率化して、保守・点検需要の開拓を狙っている。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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2020 年 10 月14 日（水曜日）No.20101401                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＥＮＥＯＳ株式会社（洋上風力事業に出資）2020年10月

同社と東北電力は、再生可能エネルギー開発を手掛けるジャパン・リニューアル・エナジー

（JRE、東京都港区）の洋上風力発電事業に出資参画した。出資額は非公表。同社は、JREが入

札に向け準備を進めている秋田県八峰町及び能代市沖の洋上風力発電事業に出資参画。公募前

で開発事業者は決まっていないが、JREは両社の出資参画を通じて開発力をアピールしていく。

(2)スマート家電（デジタル家電関連）

近刊「2020 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅲ章更新・他

○2020年 8月期国内パソコン出荷統計（JEITA）2020年 10月

電子情報技術産業協会（JEITA）によると、8月の国内パソコン出荷台数は、前年同月比

0.4％減の 88 万 8 千台になり４ヶ月連続で前年事績を下回った。デスクトップ型が同

56.5％減の 9万 4千万台に落ち込んだ。ノートパソコンは、同比17.6％増の79万 2千台

になった。前年実績を上回るのは6月以来2ヶ月ぶり。教育現場向けの低価格製品が拡大。。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○長崎大学他（潮流発電で安定な発電に成功）2020年9月

同大学のグループは、海中に装置を係留し、潮流の力で安定して発電することに成功した。

海での実証実験で性能を確認できた。2 年以内にタービンの大型化や材料などの最適化に取り

組みたい考え。潮流を利用した発電システムは欧州などで商用化されているが、多くは海底固

定式の大型装置。海に沈めて設置するためメンテナンスコストや設置の手間がかかるとされる。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○住友商事株式会社（英国の洋上風力に参画）2020年10月

同社は、英国の洋上風力発電事業に参画した。2030年ヲメドに洋上風力の稼動を目指す。欧

州企業と組み、発電事業に必要な英国沖の北海のリース権を取得した。総事業費は、1000億円

規模と見られる。住商は英国やベルギーで洋上風力開発を手掛けているが、開発の初期から参

画するのは初めて。開発はドイツの再生エネルギー大手RWEリニューアルズの子会社など。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。



2020年10月7日（水曜日） No.20100701                            JEC.Co.,LTD

スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F

TEL:03-3808-0611 / FAX:03-3808-0617  E-mail:mail@j-economic.co.jp

(1)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱自動車株式会社（アイ・ミーブ生産終了へ）2020年 9月

同社は、2020 年度内に世界初の量産電気自動車（EV）として 09 年に売り出した「アイ・ミ

ーブ」の生産を終了する。日本や欧米を中心に50ヶ国以上で展開してきたが技術革新に異付け

ず、ここ数年間の販売台数は年数珀万台程度にどまりだった。国内外の完成車メーカーが今年

から21年にかけEVの新型投入を行うなかでアイ・ミーブはパイオニアとしての役割を終えた。

(2)スマートデバイス（電子デバイス関連）

近刊「2020 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅲ章更新・他

○2020年 7月期グローバル電子部品出荷額（JEITA）2020年 9月

電子情報技術産業協会（JEITA）によると、7月の日本メーカーの電子部品の出荷額が前

年同月比5%減の 3011 億円だった。前年実績を下回るのは5カ月連続。地域別の出荷額で

は、同9%増えた中国向けを除き、前年実績を下回っており、回復が焦点となっている。

(3)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○2020年 9月期国内新車販売台数（日本自動車販売協会連合会）2020年 9月

同協会などによると、2020年 9月の国内新車販売台数（軽自動車含む）は、前年同月比14.3％

減の 46 万 9705 台だった。登録車は15.6％減の 29 万 3,520 台、軽自動車は12.1％減の 17 万

6,185台。新型コロナウイルスの影響で4割以上減った5月を底に回復傾向にある。10月以降

は19年10月の消費増税の反動減の影響がなくなるが、感染次第では先行き不透明な面もある。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2021 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＴＤＫ株式会社（車載コンデンサ容量が2倍に）2020年 9月

同社は、自動車向けにこれまでより多くの電気を貯められる積層セラミックコンデンサ

（MLCC）「CGA」シリーズを発売した。自動車の電装化で大容量のMLCCが求められる車載用電子

制御ユニット（ECU）周辺などでの需要を絞り込む。新製品は従来品から約2倍の静電容量を実

現した。例えば大きさが3.2mm×1.6mm×1.6mmの製品では、静電気容量を22μFから47μFま

で高めた。独自の材料技術を活用し静電容量を左右する誘電率を高め部品の大きさを変えない

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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スマートニュース （Smart・news）
株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 3F
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(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三井物産株式会社（モロッコで風力発電）2020年 9月

同社は、フランス電力と組み、アフリカのモロッコに風力発電所を建設すると発表した。出

力は8万7,200kWで、総事業費は約1,700億円。2022年に稼働する。同社は発電所の運営も担

う。世界的な脱炭素の流れを受けて、再生可能エネルギーの取り込みを急ぐ。三井物産の持ち

分発電容量は全世界で1,110万 kW（20年 3月末時点）におよび、内再生エネルギーは約14％。

(2)スマート家電（デジカル家電関連）

近刊「2020 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2020年 8月期国内白物家電出荷額（日本電機工業会）2020年 9月

同協会によると、ルームエアコンや冷蔵庫など 8 月の白物家電の国内出荷額が前年同期比

2.3％減ﾉ 2,118億円だった。前年実績を下回るのは6月以来3ヶ月ぶりである。梅雨明けの猛

暑で販売は好調だったが、8 月単月で過去最高の数量を記録した昨年の 8 月は下回った。その

他の大型製品を見ると、冷蔵庫が前年比0.4％増の432億円と微増、洗濯機は7.8％減となった。

(3)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○三菱自動車工業株式会社（ＳＵＶで2車種目のＰＨＶ仕様）2020年 9月

同社は、多目的スポーツ車（SUV）「エクリプスクロス」にプラグインハイブリッド車（PHV）

モデルを追加する。2020年度中に国内で販売予定。主にデザインを大幅改良してガソリン車と

PHVから選べるようにする。同社のPHV搭載車種はSUV「アウトランダー」に次いで2車種目で

ある。エクリプスクロスは17年に発売し、欧米や中国など世界100ヶ所以上で展開されている。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 燃料電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＥＮＥＯＳ株式会社（都内に大型の水素供給所を開設）2020年 9月

同社は、東京電力HD と中部電力が折半出資するJERAと共同で東京・品川に国内最大規模の

水素ステーションを開設した。敷地面積は約2900㎡で、1時間当たり10台の燃料電池車（EV）

に充填できる。投資額は非公表。水素エネルギーは長期的に需要増が見込まれており、今後も

供給体制の整備を進める。JERAが運営する大井火力発電所（東京・品川）の一角に「東京大井

水素ステーション」を建設。都市ガスから水素を製造し供給能力は毎時600ノルマル㎥である。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○独メルセデス・ベンツ（主力のEクラスを斬新）2020年 9月

同社の日本法人は、主力車種のセダン「E クラス」の新型を発表。ヘッドライトなど外装を

一新したほか、AR（拡張現実）を使った運転ナビゲーションを国内で初めて採用するなど先進

機能を充実させた。価格は769万円からで、10 日からインターネットなどで発売開始。9月中

に納車を始める。ARを初採用した運転ナビでは、目的地を入力すると前方景色が進路を案内。

(2)スマート家電（デジカル家電関連）

近刊「2020 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○2020年 7月期国内白物家電出荷額（日本電機工業会：JEAM）2020年 9月

同協会などによると、ルームエアコンなどの白物家電の7 月国内の国内出荷額は前年同月比

12.5％増の 2,713 憶円と、2 ヶ月連続で前年実績を上回った。生活関連の家電が好調を維持す

るなど、新型コロナウイルスの影響による巣ごもり需要の高まりが泰功した。JEAMの調査では、

7月の電子レンジの出荷台数は前年同月比12.8％増の26万台で4ヶ月連続で前年を超えた。

(3)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○ソニー株式会社（ＥＶ試作車が自動運転「レベル４」視野）2020年 9月

ソニーは、電気自動車（EV）試作車の自動運転の機能向上に取り組む方針を示した。同社は

将来的には特定の場所で自動車に運転を任せることができる「レベル 4」の自動運転への発展

を見据えている。20 年 1 月に EV 試作車「VISIONS（ビジョンズ）」を発売。現在はハンドルや

アクセルなどの操作を支援する「レベル3」。車載向けCOMSなど33個のセンサー搭載している。

(4)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○独アウディ日本法人（初のＥＶ「ｅトロン」発売へ）2020年 9月

同社アイディジャパン（東京・品川）は、初めての電気自動車（EV）「eトロン」を日本で発

売した。税込価格は1,327万延からで、完全に充電すれば405km走行できる。25年までに世界

販売の4割をEVやハイブリッド車（HV）といった電動車にする目標を掲げており、日本でも電

動化を順次進める。発売したのは多目的スポーツ車（SUV）のeトロンをベ－スにクーペ仕様。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○みんな株式会社（家庭にも産地証明付き電力）2020年 9月

同社は、発電場所が証明された再生可能エネルギー由来の電力を今冬にも家庭向けに提供し

てきたが、地球環境に配慮した「エシカル消費」の広がりを受けて、一般家庭にも販路を拡大。

電力販売の競争が激化する中、独自の電力プランを投入することで顧客獲得を目指す。同社は、

2011年の設立で法人向けを中心に約6千件の顧客を持っており18年度の売上は約36億円。

(2)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

既刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○太陽光パネル国内出荷量（太陽光発電協会）2020年9月

同協会によると、2020年4～6月の太陽光パネル国内出荷量が前年同期比約8％減の約138万

kWだった。大規模太陽光発電設備（メガソーラー）など売電目的の大型設備向けは増加したも

のの、住宅向けなどが減少した。新型コロナウイルスによる経済停滞で新規の建設が鈍ったも

のと見られる。住宅向けは約19万kWで約32％の大幅減で、非住宅向けは約2％減であった。

(3)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○ソニー株式会社（ＥＶ試作車が自動運転「レベル４」視野）2020年 9月

ソニーは、電気自動車（EV）試作車の自動運転の機能向上に取り組む方針を示した。同社は

将来的には特定の場所で自動車に運転を任せることができる「レベル 4」の自動運転への発展

を見据えている。20 年 1 月に EV 試作車「VISIONS（ビジョンズ）」を発売。現在はハンドルや

アクセルなどの操作を支援する「レベル3」。車載向けCOMSなど33個のセンサー搭載している。

(4)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2020スマートグリッド市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○三菱電機株式会社（インドネシアでスマートシティ）2020年 9月

同社は、インドネシアでスマートシティの開発に乗り出す。シンガポールの政府系投資会社

テマセク・ホールディング子会社と設立した合弁会社を通じ、現地の不動産デベロッパー大手

シナルマス・ランド社と共同で開発に着手。総事業費は2千億円で100haの土地に住宅や商業

施設、病院などを建設する。三菱商事は東南アジアで土地開発などの不動産事業を進めている。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ 章更新・他

○トヨタ自動車株式会社（ＦＣバスから充電器で供給）2020年 9月

同社と本田技研工業は20年 9月から、燃料電池車(FCV)などを使った給電システムの実証実

験を始める。地震や水害といった災害で停電が発生した際に使える電力供給インフラとしての

役割を共同で訴えていく。同社は移動式発電システム「Moving e（ムービングカー）の構築に

向けた実証試験を始めると発表していた。電動車を防災に生かす取り組みが広がってきた。

(2)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○ＪＸ金属株式会社（リチウムイオン電池のリサイクル技術）2020年 9月

同社は、将来の事業を多角化へ向けた投資を加速させる。デジタル化の進展などで需要の伸

びが見込まれる先端素材を強化する。電気自動車（EV）の普及拡大を見据えて、2 月には日立

事業所（茨城県日立市）で車載用リチウムイオン電池のリサイクル技術の確立へ小型の実証設

備を稼働させた。親会社のENEOSホールディングスも技術立脚型企業という方針を掲げている。

(3)スマートデバイス（電子デバイス関連）

新刊「2020 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○電子部品グローバル出荷額（電子情報技術産業協会:JEITA）2020年 9月

JEITA によると、20年 6月の世界（グローバル）での日本企業による電子部品の出荷額は前

半同月比 5％減の 2768 億円だった。4 ヶ月連続で前年割れとなったが、5 月に比べて前年実績

からの減少幅が縮小。新型コロナウイルスの影響は異なるが、一部区域で続いていた都市封鎖

が解除され、部品需要にも回復傾向が見られた。地域別では各国・地域で回復傾向が見られる。

(4)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○2020年 8月国内新車販売台数（日本自動車販売協会連合会：JADA）2020年 8月

JADA などによると、2020 年 8 月の国内新車販売台数は、前年同月比 16.0％減の 32 万 6436

台だった。マイナスは11ヶ月連続。減少率は7月（13.7％）よりもやや悪化した。前年同月は

新型車効果で販売が伸びた反動もあった、新型コロナウイルスの影響で足踏みが続いている。

軽自動車は、11.8％減の12万 8604台で、20年 7月の1.1％減から減少率が拡大している。

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。
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(1)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 二次電池市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ 章更新・他

○東京電力エナジーパートナー株式会社（ＮＡＳ電池リース事業）2020年8月

同社は、電力貯蔵用のナトリウム硫黄（NAS）電池のリーSU事業を強化している。20年 7月

には、リース契約で新たに納入した設備が稼働を開始した。さらに、他の顧客事業にもNAS 電

池の導入を進め、20 年度中に複数ケ所で稼働させる。東電は 02 年から日本ガイシ製の NAS 電

池のリースを手掛けているが、11年の火災事故を受けて一時的に中断した13年には再開した。

(2)スマートモビリティ（環境対応車関連）

既刊「2020 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望」第Ⅴ章更新・他

○本田技研工業株式会社（まちなか特化のＥＶ）2020年 8月

同社は、量産型の電気自動車（ＥＶ）「ホンダｅ」を国内で10月 30日に発売すると発表。希

望価格は 451万円（補助金利用で約400万円）から。市街地を中心とした利用に特化して、性

能面で割り切ったのが特徴。小回り重視でドアミラーも徹肺する一方で、航続距離が短め（約

300km）で薄型バッテリーを採用した。駐車など運転支援の機能を充実させ、急速充電に対応。

(3)スマートエネルギー（新エネルギー関連）

新刊「2020 スマートエネルギー市場の実態と将来展望」第Ⅲ章更新・他

○大和ハウス株式会社（工場電力を再生エネルギーで）2020年 8月

同社は、20 年 10 月から住宅部材工場で利用する電力を自社グループの太陽光発電など再生

可能エネルギー由来に切り替える。第一弾として国内９工場のうち 4工場で１年以内にすべて

再生エネルギーで賄うようにする。工場に電力を走るごと再生可能エネルギーに転換するのは

住宅業界で初めてである。環境経営を推進する姿勢を鮮明にして投資家や消費者を引き付ける。

(4)スマートデバイス（電子デバイス関連）

既刊「2020 電子部品・デバイス市場の実態と将来展望」第Ｖ章更新・他

○黒物家電出荷額国内出荷額（JEITA：電子情報技術産業協会）2020年 8月

JEITAによると、テレビや音響機器など「黒物家電」と呼ばれる民生用電子機器の20年7月

の国内出荷額が前年同月比2.5％増の1211億円だった。19年 10月以来に10ヶ月ぶりに前年実

績を上回った。新型コロナウイルスの影響による「巣ごもり需要」などでテレビが伸びた。薄

型テレビの出荷台数は30.7％増の52万4千台。低調だった車載関連機器も回復の兆しがある

注) 掲載内容による損害に付いては責任を追いません。


