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全２５業界の世界市場シェア

炭素繊維　芝刈り機　ウラン濃縮　ビール　農薬　フォークリフト　

警備　家電　空調機　海運　高級ブランド　たばこワイン　建機　鉄

鋼　植物工場　後払い販売　ロジウム　LNG　光ファイバー　ゴル

フボール　亜鉛　ヘッジファンドエレベーター　半導体受託生産
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濃縮ウラン業界

問１　原子力発電所向けウラン燃料製造で必要な、2020年のウラン濃縮の市場シェアで世界1位の会社
は？

1位　(         )

2位ウレンコ

3位オレノ

4位中国核工業

ヒント ロスアトム傘下です。
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濃縮ウラン業界　解答

 
1位 トベルフュエル 45.9% 

2位 ウレンコ 30.4% 

3位 オレノ12.5% 

4位 中国核工業11.2% 

https://deallab.info/enriched-uranium/  

トベルフュエル2009年に設置されたロスアトム（Rosatom）傘下にあるAtomenergoprom（アトムネルゴプロム）の
子会社です。ウラン転換、濃縮、再転換、燃料成型加工業務を専門に手掛けています。ロシア、中国、インド、イ
ラン、アルメニア、ブルガリア、ウクライナ、フィンランド、スロバキア、ハンガリー、チェコ等にある原子力発電所
への燃料の供給を行っています。  

なお、2020年の濃縮ウランの市場規模（キャパシティベース）は602億SWU／年です。  

https://deallab.info/enriched-uranium/
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芝刈り機業界

問２　2020年の芝刈り機業界市場シェアで世界1位のスウェーデンのメーカーは何とい

う会社でしょう？

1位（　　　　　）

2位 トロ

3位 ディア・アンド・カンパニー
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芝刈り機業界　解答

1位 ハスクバーナ 10.6%

2位 トロ 9.9%

3位 ディア・アンド・カンパニー 7.6%

4位 スティガ 2.0%

https://deallab.info/turf-equipment/

ハスクバーナは、スウェーデンに本拠を置く芝刈り機、チェーンソーメーカーです。オート

バイやミシン等の事業については、分社化売却しております。

https://deallab.info/turf-equipment/
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半導体受託生産業界クイズ

問３　半導体受託生産業界の世界シェアで、世界最大（2020年）の会社は台湾のTSMCですが、世界2位
の会社はどこでしょうか？

1位 TSMC 59.40%

2位 （　　　　） 13.05%

3位 UMC 8.31%

ヒント　

スマホではアップルのライバル
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半導体受託生産業界　解答

1位 TSMC 59.40%

2位 サムスン電子 13.05%

3位 UMC 8.31%

https://deallab.info/foundry/

サムスン電子は、スマホなその最終製品に加

え、垂直統合型のDRAM、NAND型フラッシュ

メモリメーカーです。半導体の受託製造も手掛

けています。

https://deallab.info/foundry/


©業界再編の動向

LNG生産会社のクイズ

問４　LNG（液化天然ガス）生産会社の世界シェアで、世界最大（2020年）の会社はどこでしょうか？

1位 （　　　）25.00%

2位 カタールガス 22.38%

3位 シェニエール・エナジー 13.08%

ヒント　

石油生産も最大手クラスのセブンシスターズの筆頭格です。
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LNG生産会社のクイズ　解答

1位 エクソンモービル 25.00%

2位 カタールガス 22.38%

3位 シェニエール・エナジー 13.08%

https://deallab.info/lng/

エクソンモービルは米国の石油メジャーです。1999年にエッソとモービルが合併して誕
生しました。深海、重油、シェール、在来型油田、LNGなど幅広い分野の上流権益を保
有しています。中下流では石油化学コンビナートやガソリンスタンドを展開しています。

https://deallab.info/lng/
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ロジウム採掘業界のクイズ

問5　ロジウム採掘会社の世界シェアで、世界最大（2020年）の会社はどこでしょうか？

1位 （　　） 21.3%

2位 アングロプラチナ 19.2%

3位 シバニエスティルウォーター 14.6%

ヒント　南アフリカに本拠を置きます
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ロジウム採掘業界のクイズ　解答

1位 インパラプラチナ 21.3%

2位 アングロプラチナ 19.2%

3位 シバニエスティルウォーター 14.6%

https://deallab.info/rhodium/

南アフリカの本拠を置くパラジウム、プラチナ生産大手です。略称Implats（インパラ）で

す。2019年にカナダに本拠を置くプラチナ・パラジウム生産大手であるNorth 
American Palladium（ノースアメリカンパラジウム）を買収しました。

https://deallab.info/rhodium/
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植物工場運営会社クイズ

問6　植物工場運営のスターアップの中で、2021年9月時点で最も資金調達を多くしている会社はどこで
しょうか？

市場シェア（資金調達累計額ベース）

1位 （　　　　）21.0%

2位 Bowery 18.5%

3位 インファーム 15.5%

ヒント　ソフトバンクビジョンファンドも出資しています
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植物工場運営会社クイズ　解答

資金調達累計額のシェアは以下の通りです。

1位 プレンティ 21.0%

2位 Bowery 18.5%

3位 インファーム 15.5%

https://deallab.info/plant-factory/

Plenty（プレンティ）は、高いタワーで野菜を栽培する垂直型植物工場を開発運営する会社で
す。農場を横でなく縦で展開する点が特徴です。ソフトバンクビジョンファンドも出資しています。

https://deallab.info/plant-factory/
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光ファイバーの製造会社クイズ

問7　光ファイバー製造分野で世界最大（2020年）の会社はどこでしょうか？

光ファイバー　市場シェア（売上高ベース、2020年）

1位 (    ) 

2位 プリズミアン

3位 住友電工

ヒント　強化ガラスでも世界大手の会社です。
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光ファイバーの製造会社クイズ　解答

1位 コーニング 35.6%

2位 プリズミアン 16.6%

3位 住友電工 15.9%

https://deallab.info/optical-fiber/

Corning（コーニング）は米国に本拠を置く液晶用ガラス、光ファイバー大手です。1851
年にエイモリー・ホートン氏によってユニオングラスカンパニーとして創業されました。液
晶用ガラス分野ではサムスンとの合弁会社（サムスン・コーニング・プレシジョン・マテリ
アルズ）を展開しています。

https://deallab.info/optical-fiber/
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ゴルフボールメーカーの市場シェアクイズ

問8　ゴルフボールメーカーで市場シェアが世界最大の会社はどこでしょうか？

ゴルフメーカー　市場シェアランキング（売上高ベース、2020年）

1位 （　　　）

2位 キャロウェイ

3位 テーラーメイド

ヒント　ブランド名はタイタリストです。
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ゴルフボールメーカーの市場シェア　解答

ゴルフメーカー　市場シェア
（売上高ベース、2020年）

1位 アクシネット 49.0%

2位 キャロウェイ 19.6%

3位 テーラーメイド14.7%

https://deallab.info/golfball/

アクシネットは米国に本拠を置く世界最大級のゴルフボールメーカーです。Titleist（タイ
タリスト）やFootJoy（フットジョイ）等の有力なゴルフボールブランドを擁しています。

https://deallab.info/golfball/
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亜鉛採掘会社の市場シェアクイズ

問9　亜鉛採掘会社で市場シェアが世界最大の会社はどこでしょうか？

亜鉛採掘会社　市場シェアランキング（採掘量ベース、2020年）

1位 （　　　）

2位 ニルスター

3位 ヒンズスタン亜鉛

ヒント　コバルトや一般炭などの採掘量でも世界大手です。
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亜鉛採掘会社の市場シェアクイズ　解答

1位 グレンコア 9.54%

2位 ニルスター 8.68%

3位 ヒンズスタン亜鉛 5.87%

https://deallab.info/zinc/

グレンコアはスイスに本拠を置く資源商社です。1974年にスイスのトレーダーである

マーク・リッチによって設立されました。亜鉛、原料炭、一般炭、銅、コバルト、ニッケル等

採掘を行っています。

https://deallab.info/zinc/
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後払い決済（BNPL）クイズ

問10　後払い決済（BNPL）を手掛けるスターアップの中で、2021年9月時点で最も資金調達を
多くしている会社はどこでしょうか？

1位 （　　　）

2位 アファーム 

3位 アフターペイ ←スクウェアが買収

ヒント　2021年10月に決済ソリューションのデカコーンであるStripeと業務提携をしました。
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後払い決済（BNPL）クイズ　解答

資金調達累計額の市場シェアは以下の通りです。

1位 クラーナ 49.48%

2位 アファーム 13.30%

3位 アフターペイ 11.43%

https://deallab.info/bnpl/

クラーナはスウェーデンに本拠を置く後払い決済（BNPL）会社です。商品の購入代金の与信判
断を即時に行い、購入者へ実質無利子で貸付を行います。2021年にソフトバンク・ビジョン・ファ
ンドから資金調達を行いました。

https://deallab.info/bnpl/
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ヘッジファンド業界クイズ

問11　ヘッジファンド運営会社の2020年市場シェア（運用資産残高ベース）で、括弧に

当てはまる世界最大の会社はどこでしょうか？

1位 （　　　　）

2位 ブリッジウォーター・アソシエーツ

3位 AQRキャピタル・マネジメント

ヒント　数学者のジェームズ・シモンズ氏が設立したクオンツ運用を得意とするヘッジファ

ンドです。
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ヘッジファンド業界クイズ　解答

運用資産額の市場シェアは以下の通りです。

1位 ルネサンス・テクノロジーズ 6.82%

2位 ブリッジウォーター・アソシエーツ 6.20%

3位 AQRキャピタル・マネジメント 5.91%

https://deallab.info/hedge-fund/

著名数学者でもあるジェームズ・シモンズ（James Simons）氏が設立したヘッジファンドです。
1982年に設立されました。クオンツ運用を得意としています。ジェームズ・シモンズ氏は2009年
に引退をし、現在はPeter Brown氏が会社を運営しています。

https://deallab.info/hedge-fund/
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エレベーター業界クイズ

問12　エレベーターメーカーで、括弧に当てはまる市場シェアが世界最大の会社はどこでしょうか？

市場シェアランキング（売上高ベース、2020年）

1位 （　　　　）

2位 コネ 

3位 シンドラー

ヒント　旧ユナイテッドテクノロジーズから分社化して誕生しました。
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エレベータークイズ解答

オーチスです。

1位 オーチス 15.6%

2位 コネ 14.4%

3位 シンドラー 14.2%

4位 ティッセンクルップ 9.5%

https://deallab.info/elevator/

米国に本拠を置くエレベーター世界最大手の一角です。オーチスのブランド力は圧倒的です。
エッフェル塔、自由の女神、日本では霞が関ビルに設置され、歴史ある建物はオーチスのエレ
ベーターといっても過言ではありません。

https://deallab.info/elevator/
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鉄鋼業界クイズ

問13　製鉄メーカーで、括弧に当てはまる市場シェアが世界最大の会社はどこでしょうか？

市場シェアランキング（粗鋼生産量ベース、2020年）

1位 （ 　　　　）

2位 アルセロールミタル 

3位 河北鋼鉄 

ヒント　かつて新日本製鐵（現日本製鉄）や川崎製鉄（現JFE）が高炉導入のために技術支援をした会社で
す。
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鉄鋼業界クイズ解答

解答は宝武鉄鋼（バオウースチール)です。

1位 宝武鋼鉄 6.19%

2位 アルセロールミタル 4.21%

3位 河北鋼鉄 2.35%

https://deallab.info/steel/

上海に本拠を置く中国の鉄鋼メーカーです。2016年に中国の宝山鋼鉄と武漢鋼鉄との
経営統合を発表し、宝武鋼鉄（バオウースチール、Baowu)が誕生しました。

https://deallab.info/steel/
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タバコ業界クイズ

問14　タバコメーカーで、括弧に当てはまる市場シェアが世界最大の会社はどこでしょうか？

市場シェアランキング（売上高ベース、2020年）

1位 （　　　　　）

2位 ブリティッシュアメリカンタバコ 

3位 フィリップモリス 

ヒント　2019年に子会社を上場させました。玉溪红塔山、中华といったブランドが有名です。
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タバコ業界クイズ解答

解答は中国煙草です。

1位 中国煙草 19.8%

2位 BAT 4.6%

3位 フィリップモリス 3.5%

https://deallab.info/tabacco/

1982年設立された中国最大手の国営専売タバコメーカーです。国家タバコ独占管理局（The 
State Tobacco Monopoly Administration）に属します。中国市場を事実上独占しており販売
本数では群を抜きます。2019年に香港子会社(CTI）を香港証券取引所に上場させました。玉溪
红塔山、中华といった多数のタバコブランドを展開しています。

https://deallab.info/tabacco/
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ビール業界クイズ

問15　ビールメーカーで、括弧に当てはまる市場シェアが世界3位の会社はどこでしょうか？

市場シェアランキング（売上高ベース、2020年）

1位 アンハイザー・ブッシュ・インベブ 

2位 ハイネケン 

3位 (            )

ヒント　日本人にはおなじみ○ー○ードライですね。ABIの欧州と豪州事業を買収し一気にスケールです。
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ビール業界クイズ解答

解答はアサヒグループHDです。

1位 ABインベブ 7.82%

2位 ハイネケン 4.76%

3位 アサヒ 2.12%

https://deallab.info/beer/

日本の大手ビール会社です。SABミラーから、伊ペローニ（Birra Peroni )、蘭グロール

シュ（Grolsch）、東欧5カ国のビール会社、豪州のCUBをたて続けに買収しました。

https://deallab.info/beer/
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ワイン業界クイズ

問16　ワインメーカーで、括弧に当てはまる市場シェアが世界2位の会社はどこでしょうか？

市場シェアランキング（売上高ベース、2020年）

1位 E&Jガロ 

2位  (                      )

3位 トレジャリー・ワイン・エステーツ 

ヒント　NY証券取引所に上場しています。創業者の名前に由来するフランジアワインが有名です。
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ワイン業界クイズ解答

解答はコンステレーション・ブランズです。

1位 E&Jガロ 1.52%

2位 コンステレーション・ブランズ 0.73%

3位 トレジャリー・ワイン・エステーツ 0.64%

https://deallab.info/winemaker/

ワインメーカーを買収し規模を拡大しました。メイオミ、ロバート・モンダヴィ、ワイルド

ホース等のワインブランドを擁しています。

https://deallab.info/winemaker/
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フォークリフト業界クイズ

問17　フォークリフト製造会社で、括弧に当てはまる市場シェアが世界1位の会社はどこ

でしょうか？

市場シェアランキング（売上高ベース、2020年）

1位 （　　　　　）

2位 キオングループ 

3位 ユングハインリッヒ 

ヒント　日本の自動車最大手グループの源流とも称される会社です。
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フォークリフト業界クイズ解答

解答は豊田自動織機です。

1位 豊田自動織機 19.7%

2位 キオングループ 12.7%

3位 ユングハインリッヒ 8.4%

https://deallab.info/forklift/

トヨタ自動車工業の源流系企業です。独Kion（キオン）と業界首位を競っています。
M&Aに積極的です。

https://deallab.info/forklift/
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炭素繊維業界クイズ

問18　炭素繊維メーカーで、括弧に当てはまる市場シェアが世界1位の会社はどこで

しょうか？

市場シェアランキング（売上高ベース、2020年）

1位 （　　　　　　）

2位 三菱ケミカル

3位 ヘクセル

ヒント　源流は三井物産が設立した繊維の素材・化学メーカーです。水処理膜にも強み

を持ちます。
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炭素繊維業界クイズ解答

解答は東レです。

1位 東レ 35.36%

2位 三菱ケミカル 9.93%

3位 ヘクセル 9.93%

https://deallab.info/forklift/

1926年に三井物産が設立した東洋レーヨンを祖とする総合化学メーカーです。祖業は
繊維で、東レは東洋レーヨンの略です。現在は日本を代表する素材系メーカーとなって
います。水処理分野ではRO膜の分野に強みを持ちます。ダウ、キャボットと並び大手で
す。炭素繊維では航空機向けに強みを持ちます。

https://deallab.info/forklift/
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警備業界クイズ

問19　警備会社で、括弧に当てはまる市場シェアが世界1位の会社はどこでしょうか？

市場シェアランキング（売上高ベース、2020年）

1位 （　　　　　）

2位 セキュリタ

3位 セコム

ヒント　投資ファンド傘下の米国企業で、2021年にイギリスの同業を買収しました。
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警備業界クイズ解答

解答はアライドユニバーサルです。

1位 アライドユニバーサル 13.6%

2位 セキュリタ 9.8%

3位 セコム 4.1%

https://deallab.info/guard/

投資ファンドのウォーバーグピンカス傘下にある北米大手の民間警備会社です。2016
年にAlliedBartonとUniversal Services of Americaが経営統合して誕生しました。

https://deallab.info/guard/
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高級ブランド業界クイズ

問20　高級ブランドメーカーで、括弧に当てはまる市場シェアが世界1位の会社はどこで

しょうか？

市場シェアランキング（売上高ベース、2020年）

1位　 （　　　　　）

2位　 リシュモン

3位　 ケリング

ヒント　衣服から飲料まで手掛け、2021年に米国の宝飾大手を買収しました。
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高級ブランド業界クイズ解答

解答はLVMHです。

1位　 LVMH 24.1%

2位　 リシュモン 7.9%

3位　 ケリング 7.2%

https://deallab.info/luxury/

1987年にルイ・ヴィトンとモエ・ヘネシーが合併して誕生した世界最大級の仏高級ブラン

ド会社です。2021年にティファニーを買収しました。

https://deallab.info/luxury/


©業界再編の動向

家電業界クイズ

問21　家電メーカーで、括弧に当てはまる市場シェアが世界1位の会社はどこでしょう
か？

市場シェアランキング（売上高ベース、2020年）

1位 （　　　　　）

2位 LGエレクトロニクス

3位 ハイアール 

ヒント　家電だけでなく、半導体やスマホにも強みを持ちます。



©業界再編の動向

家電業界クイズ解答

解答はサムスン電子です。

1位 サムスン電子 14.8%

2位 LGエレクトロニクス 10.9%

3位 ハイアール 10.8%

https://deallab.info/home-appliance/

ヒント　スマホではアップルと全面対決、半導体では垂直統合モデルを堅持するアジア

のメーカーです。

https://deallab.info/home-appliance/


©業界再編の動向

エアコン・空調機業界クイズ

問22　エアコン・空調機メーカーで、括弧に当てはまる市場シェアが世界1位の会社はど

こでしょうか？

1位 （　　　　　）

2位 美的集団 

3位 珠海格力電器 

ヒント　ダクト式の技術を買収を通じて獲得し、北米や南米市場でも括弧たる地位を築き

ました。



©業界再編の動向

エアコン・空調機業界クイズ解答

解答はダイキンです。

1位 ダイキン 10.7%

2位 美的集団 10.3%

3位 珠海格力電器 8.8%

https://deallab.info/hvac/

日本を代表する空調機メーカーです。産業用の冷暖房空調機では世界トップ級です。ダ

クト方式に強い米グッドマンやマレーシアのエアコン大手OYL社を買収する等して世界

的に事業を展開しています。

https://deallab.info/hvac/


©業界再編の動向

海運業界クイズ

問23　括弧に当てはまる市場シェアが世界1位の海運会社はどこでしょうか？

1位 （　　　　　）

2位 マースク

3位 CMA CGM

ヒント　中国の政府系海運会社です。港湾オペレーターとしても世界最大規模です。



©業界再編の動向

海運業界クイズ解答

解答はコスコです。

1位 コスコ 13.9%

2位 マースク 12.3%

3位 CMA CGM 9.8%

https://deallab.info/ship-operator/

中国最大の政府系海運会社グループです。2017年に香港のOOCLを買収し、首位の

座をマースクから奪いました。

https://deallab.info/ship-operator/


©業界再編の動向

建機業界クイズ

問24　括弧に当てはまる市場シェアが世界1位の建機メーカーはどこでしょうか？

1位 （　　　　　）

2位 コマツ 

3位 三一重工 

ヒント　CATブランドと黄色の配色で有名な会社です。



©業界再編の動向

建機業界クイズ解答

解答はキャタピラーです。

1位 キャタピラー 27.8%

2位 コマツ 12.4%

3位 三一重工 10.0%

https://deallab.info/construction-machinery/

米国に本社を置く世界最大の建機メーカーです。CATの愛称と建機における黄色の配

色が特徴です。リアルタイムのデータ収集はProduct Linkで展開しています。

https://deallab.info/construction-machinery/


©業界再編の動向

農薬業界クイズ

問25　括弧に当てはまる市場シェアが世界1位の農薬メーカーはどこでしょうか？

1位 （　　　　　　）

2位 シンジェンタ

3位 コルテバ

ヒント　アスピリンの発明で有名です。2016年にモンサントを買収しました。



©業界再編の動向

農薬業界クイズ解答

解答はバイエルです。

1位 バイエル 18.5%

2位 シンジェンタ 17.4%

3位 コルテバ 10.2%

https://deallab.info/agrochemical/

Bayer AG（バイエル）は、1863年にフリードリヒ・バイエル氏によって設立されたドイツに
本拠を置く世界的な医薬品・化学品メーカーです。アスピリンの発明で有名です。農薬・
種子事業においては、2016年にモンサントを買収し、農薬ビッグ4を一歩引き離す存在
となりました。

https://deallab.info/agrochemical/

