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■ 自動車メーカーの電気自動車やプラグインハイブリッド車の増産の動き（EV シフト）

が急ピッチで進展している。その背景には大気汚染の悪化を背景とした環境規制の強化、

エネルギー貿易収支の改善、EV による産業立国、等がある。 
■ 今後、車載畜電池および車両価格の低下に伴って EV が普及していく。IEA のメインシ

ナリオによると、2030 年の EV 販売台数は 2,150 万台、累計台数は 1.3 億台に達する

としている。 
■ 地域別にみると、中国において補助金が充実していたこともあって EV 販売拡大が顕著

である。ただ 2019 年からの NEV 規制導入や 20 年末での補助金終了で中国国内の EV
販売が影響を受ける恐れがある。 

■ EV の課題として、リチウムイオン電池のコスト高とエネルギー密度制約、畜電池原料

の大量調達、充電設備の拡充と充電時間の短縮、畜電池のリサイクル、電力インフラへ

の負荷増、自動車税収の不足、等がある。 
■ リチウムイオン電池の増産計画が内外電池メーカーによって実行されている。ただ、自

動車メーカーにとって重要なのは、これらの電池のセルを搭載するためのバッテリーパ

ックを開発・生産すること、クルマの性能維持のために車体を軽量化することにある。 
■ 車載畜電池のエネルギー密度向上について中期的には全固体電池など次世代畜電池の

開発がカギを握る。 
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 前号「石油需要のピークは 2030年代後半には到達か ― EVシフトと石油需要について（1） 

―」（TBR産業経済の論点」No.18-08）では、石油メジャーである British Petroleum (BP)

の石油市場の最新予測について取り上げた。本号では「EVシフトと石油需要について」の

シリーズ第 2回として、自動車産業の EV増産の動き、いわゆる EVシフトの展開と課題につ

いて取り上げる。 

 
１．本格化する EV シフト 
きっかけは VW のディーゼルゲート 
 自動車メーカーの電気自動車やプラグインハイブリッド車の増産の動き（EV シフト）が

急ピッチで進んでいる。世界の自動車メーカーの EV シフトをけん引するのはフォルクスワ

ーゲン（VW）グループである。VW グループが EV シフトを推進するようになったきっか

けは 2015 年に明らかとなったディーゼルエンジンの排出ガスに関する不正事件（ディーゼ

ルゲート）である。 
ディーゼルゲートの発生でVWグループは改めて環境規制への対応を迫られると同時に、

毀損したブランドイメージの回復を目的としてそれまでのディーゼルエンジンをベースと

したパワートレイン戦略を放棄して EV を軸としたラインナップで巻き返しを図ることと

した。2017 年 9 月に発表された電動化戦略「Roadmap E」では 2025 年までに 80 車種の

EV（電気自動車：50 車種、プラグインハイブリッド車：30 車種）を投入するために、200
億ユーロ以上を資金投下する。同時に MEB と呼ばれる EV 専用のプラットフォームを開発

する。また500億ユーロ以上投じてEVのエネルギー源であるリチウムイオン電池 150GWh
分を、上流である資源領域を含めて確保する。 

他のドイツ勢、ダイムラーは 2022 年までに 100 億ユーロ投じて 10 車種以上の EV を立

ち上げる。2018 年 9 月には傘下のメルセデスベンツにおいて EV の新ブランド「EQ」の第

一弾「EQC」を発表し、2019 年には日米欧で投入する。BMW は現行の EV「i3」の次世

代 EV「i4」を 2021 年に登場させるとしており、2025 年までには 25 車種の EV を投入す

る予定である。フランスのルノーは日産自動車と三菱自動車と組んで 2022 年までに 12 車

種の EV を上市する。3 社共通の EV 専用プラットフォームを作り、3 社販売台数の 3 割超

に当たる 400 万台以上について EV を含む電動車に切り替えていく。 
 
バスやトラックでも EV シフトの動き 
 米国では EV の事業領域ではテスラが富裕層を対象としたプレミアム EV を開発・投入し

て同市場を切り開いてきた 1。同社は車両価格を引き下げてボリュームゾーンへの進出を狙

っている。テスラに対抗して GM は 2017 年 10 月に電動化戦略を発表し、2023 年までに

20 車種以上の EV を投入することとしている。フォードは 110 億ドルをかけて 2022 年ま

でに 40 車種の EV を上市する。 
 EV とは距離を置いてきたトヨタ自動車も動かざるを得なくなった。2020 年代前半には

10 車種以上の EV を投入するとしており、2030 年には燃料電池車を合わせて 100 万台以上

の EV を生産するとした。なお、同社は HV を含めると 2030 年には 550 万台以上の電動車

                                                   
1 現在では同社が開拓してきた高級プレミアム EV 市場を他社が狙う動きが出てきており、例えばジャガ

ー・ランドローバーは「I-PACE」、アウディは「e-tron」、ポルシェは「タイカン」を投入する。 
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の生産を計画していることになる。さらに同社はデンソー、マツダと組んで EV の要素技術

を共同開発する企業「EV C.A. Spirit」を立ち上げた。 
 EV シフトの動きはトラックやバスなどの商用車でも同様である。EV トラックといえば、

テスラが 2019 年から販売開始する「セミ」が有名だが、他の自動車メーカーも黙っていな

い。ダイムラーは大型 EV トラック「e アクトロス」、大型 EV バン「eSprinter」、電動バ

ス「e シタ―ロ」をそれぞれ 2021 年、2019 年、2018 年末に販売開始する。グループ企業

の三菱ふそうトラック・バスは小型 EV トラックである「e キャンター」を 2020 年に量産

する予定である。ボルボ・トラックも 2019 年には中型 EV トラック「FL エレクトリック」

を投入する。EV 化に慎重であった日野自動車と独トレイトン（VW グループ）も 2018 年

9 月に EV トラック開発について提携している。なお日野自動車は 2050 年にはディーゼル

エンジンのみの商用車販売を停止する方針を示している。 
 
大気汚染の悪化や自動車産業の競争力向上等が背景 
主要自動車メーカーが EV シフトに動く背景には、前作（1）で指摘した燃費規制の強化

に加えて 2、欧州などでの内燃機関車の販売禁止がある。欧州の主要都市ではすでにディー

ゼルエンジン車の規制を行っており、同様に中国の主要都市において内燃機関車に対するナ

ンバープレートの発給を規制している。国家レベルではまず 2016 年にノルウェーが 2025
年までの内燃機関車販売の禁止を明らかにしたが、その翌年の 2017 年 7 月、英仏両国政府

が 2040 年までの内燃機関車の販売禁止を発表した。他の欧州諸国 3も 2030 年から 45 年に

かけて内燃機関車の販売を禁止するとしている。また中国やインド 4など新興国でも将来に

おいて内燃機関車の販売の禁止を模索する動きがみられる。日本では 2018 年 7 月の「自動

車新時代戦略会議」でクルマの電動化を進めて 2050 年までに 1 台当たり温室効果ガス排出

量を、2010 年対比で 8 割削減するなどとして電動車比率 100％を目指す。 
欧州や新興国が燃費規制の強化や内燃機関車販売の禁止等を行うのには理由がある。まず、

新興国を中心に大気汚染が深刻化していることがある。世界の主要都市の大気汚染状況を見

ると（図表 1）、デリーや北京の大気汚染が深刻化していることは一目瞭然であるが、パリ

やロンドンなど欧州の主要都市についても WHO 指針を上回っていて決して好ましい状況

ではない。次に、多くの欧州諸国や中国、インドではエネルギー関連の貿易収支が赤字とな

っていて、貿易収支の改善やエネルギー安全保障の確保の点から石油の国内消費を減らして

原油などの海外依存度を低下させたいとの思惑がある。また新興国や英仏などの欧州にとっ

てはこれまでの内燃機関車を軸とする自動車産業を育成していてはいつまたっても日本な

ど強い自動車産業の競争力を持つ国家に追いつくことができない。そのため、EV シフトで

自動車産業のあり方を変えて劇的な競争力向上を狙っていることも関係しているだろう。 

                                                   
2 欧州の CO2 排出規制は 2021 年までに 95g/km まで減らすことを求めていて、現在の EV シフトのペ

ースでは間に合わない。そこで、欧州の自動車メーカーは現行の同規制をクリアするためにマイルドハイ

ブリッド車を投入する。マイルドハイブリッド車は発進や加速のアシストに電池を動力源とするモーター

を使用して燃費を改善させる。通常のハイブリッド車のようにモーター駆動だけでは走行できず、燃費改

善効果も大きくないが、モーターや電池が比較的小規模に済むため低コストで生産できる。矢野経済研究

所によると（2018 年 9 月）、世界のマイルドハイブリッド車市場は 2025 年に 920 万台、30 年に 1,530 
万台まで拡大するとしている。 
3 アイルランドは 2030 年、オランダは 2030 年、スロベニアは 2030 年、スウェーデンは 2045 年を内燃

機関車販売禁止時期としている。 
4 インド政府は 2030 年までに新車販売に占める EV の割合を 30％まで高める目標を掲げており、充電イ

ンフラの拡充に補助金を増額する予定である。 
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実は過去にも EV ブームが発生したことがある。1970 年代のオイルショック、1990 年代

の米国カリフォルニア州の ZEV 規制 5導入、そして 2008 年以降のリーマンショックに端を

発するグリーンニューディール、と過去 3 度 EV 販売拡大の機運が高まった。しかし、EV 
に搭載した畜電池が高価な割には容量が根本的に足りないなどで EV の魅力が低く、一時的

なブームとして終わってしまっている。 
 
2030 年には 2,150 万台の EV が世界市場に投入へ 

2018 年 5 月に発表された国際エネルギー機関（IEA）の「Global EV Outlook 2018」に

よると、2017 年の世界全体の EV の販売台数は 115 万台となり、累計では 300 万台を超え

ている（図表 2）。今後 2030 年にかけてメインシナリオである「New Policies Scenario」
では世界の EV は年率 24％の成長率で増え、2030 年の同販売台数は 2,150 万台、当年まで

の累計台数は 1.3 億台に達するとしている。なかでも小型の乗用車と商用車がその大半を占

めるとみられており、2030 年の販売台数は 2,100 万台、累計台数では 1.25 億台に達し、こ

れらは世界全体の自動車販売台数では 13％、累積台数では 6％を占める規模に達する。 
  
                                                   
5 カリフォルニア州内で一定台数以上自動車を販売するメーカーは、その販売台数の一定比率を ZEV(Zero 
Emission Vehicle)にしなければいけないとする環境規制。ZEV にはプラグインハイブリッド車や電気自動

車が含まれているが、2018 年からハイブリッド車は除外されている。 

図表1 世界主要都市の大気汚染の状況（PM2.5)

注：計測時点は2012～14年。

出所：WHO, "Global Urban Ambient Air Pollution Database"
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なお、パリ協定の順守に向けて動くシナリオ（THE EV30@30）では 2030 年までに累計

で 2.28 億台の EV が世界で普及する必要がある。小型の乗用車と商用車に注目すると、2030

図表2 世界におけるEV普及の推移

出所：IEA, "Global EV Outlook 2018"
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出所：IEA, "Global EV Outlook 2018"

図表3 電気自動車と内燃機関車の保有コスト比較

　　　　　（ガソリン価格別、バッテリー価格別、サイズ別）
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年時点で 3,800 万台、世界シェア 23%超が販売され、同年までの累計では 2.2 億台、世界

シェア 12％に達していることになる 6。 
今後、世界各地で EV が普及に向かうとみられるが、その原動力として、EV 価格の低下、

具体的には EV に搭載している蓄電池の価格低下が挙げられる。現状、1 キロワット時の蓄

電池の価格が 155～360 ドルとなっているが、今後、蓄電池の生産規模が拡大するだけでな

く、材料変更等による蓄電池のエネルギー密度の増大や、高コストのコバルト等の減少を図

ることで生産コスト低下が実現すると考えられており、IEA は 2030 年の同蓄電池価格は

100～122 ドルまで低下するとみている。蓄電池価格がキロワット時当たり 120 ドルまで低

下すると、ガソリン価格が 1.5 ドル/リットルの高価格時においては EV（小型車）の保有コ

ストは年間１万キロの走行距離でも内燃車とほとんど等しくなる。ガソリン価格が 0.8 ドル

/リットルの低価格時では年間 1 万キロの走行距離では EV（同）の方が内燃車に比べて高

くなるものの、その金額は 2～3 千ドル程度に過ぎない（図表 3）。 
 
２．中国を中心に拡大する EV 市場 
手厚い補助金を背景に地場企業が EV を生産 
 EV において中国市場の伸びが突出している。2017 年の世界の EV 市場（115 万台）のう

ち、中国がその過半の 58 万台を占めている（図表 4）。中国において EV の市場が拡大した

背景に、中央・地方政府の補助金による購入支援があった。2010 年から実施されており、

その補助金額は当初、電気自動車とプラグインハイブリッド車について一台最大でそれぞれ 
 

 

                                                   
6 シンクタンクやコンサルティング会社の 2030 年 EV 販売予測では、みずほ総研（2018 年 2 月）は日米

欧中アジア主要五地域 1,920 万台（同シェア 20％）、三井住友銀行（2017 年 12 月）は世界シェア 10％程

度、ボストンコンサルティンググループ（2018 年 1 月）は世界 2,000 万台超（同シェア 20％）、PwC(2017
年 10 月)は米欧中 4,400 万台(同 54％)としている。 

図表4 EV販売の地域・国別推移

出所：IEA, "Global EV Outlook 2018"
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6 万元、5 万元と手厚いものであった 。このような優遇政策は地場企業の EV 市場への大 
挙進出をもたらし、EV 市場の拡大を後押しすることとなった。  

EV 市場の今後について中国政府は 2017 年に「自動車産業の中長期発展計画」をまとめ

ている。電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車など新エネルギー車（NEV） 
の製造においてリーダー企業を育成して2020年には世界に通じるブランドを複数立ち上げ、

25 年には数社が販売台数で世界トップ 10 入りするとの目標を掲げている。NEV 販売台数 
の目標は 2020 年に 200 万台、25 年に 700 万台、そして 2030 年に 1900 万台としている。

IEA の New Policies Scenario によると 2030 年の EV 市場は中国自動車市場全体の 26％に

達するとの予測である。 
 こうした市場拡大予想を受けて中国国内で生産する自動車メーカーは内外問わず積極的

な EV 事業展開を実施している。地場企業では比亜迪（BYD）、北京汽車集団、浙江吉利控

股集団が 10 万台以上の EV を販売しており、今後は既存企業の生産・販売拡大だけでなく、

小鵬汽車、上海蔚来汽車、威馬汽車、FMC のようなベンチャー企業などの新規参入が見込

まれていて、生産・販売が急増する見込みである。外資系企業では VW グループが 2030
年までに 200 億ユーロの設備投資を行って 2025 年までに 40 車種の EV を中国国内に投入

するとしており、日産自動車は 2022 年までに 20 車種以上の EV を投入するために 600 億

元の設備投資を行うとしている。その他、GM、フォード、テスラ、トヨタ自動車、本田技

研工業も中国国内で複数車種の EV を生産・販売する。外資系企業は中国専用のブランドを

立ち上げて地場企業と生産等の面で連携して EV 拡販を図るところが多い。 
 
制度変更が中国 EV 市場拡大の懸念材料 
ただし、中国政府は EV メーカーの生産能力が過剰になっている点に懸念を示している。

現在計画されている EV メーカーの生産能力は、生産ライセンス取得をしていない企業を含

めると、900 万台に達する状況である 7。政府は自動車の外資出資比率規制について新エネ

ルギー車は 2018 年、商用車は 2020 年、乗用車は 2022 年に撤廃する方針を示した一方、

近く改正される「自動車産業投資管理規定」では EV の過剰生産を避けるために、同投資条

件を厳格化する。 
今後についていくつかの制度変更が中国 EV 市場拡大に影響を与えるだろう。まず中国の

EV 購入の補助金金額を縮小して 2020 年末には全廃することとしており、実際、2018 年 2
月に段階的に減らしてきた補助金額を大幅に減らしている。代わって 2019 年から年間 3 万

台以上の生産・輸入を行う自動車メーカーに一定割合のEV生産を義務付けるNEV規制 8を

導入して EV 市場拡大を促進する。 
EV 購入補助金の縮小・撤廃が乗用車市場に与える打撃は大きい。もともと EV 価格は内

燃機関車に比べて高い上に、優遇されていたナンバープレート認可も、最近では申請数がか

なりの数に上っていて北京などの大都市では長期にわたって待たされる状況となっている。

こうした中で EV 購入補助金の縮小・撤廃は中国 EV の魅力をさらに低下させるだろう。一

                                                   
7 2018 年 5 月 29 日付亜州 IR 中国株ニュース 
8 中国で生産・輸入している台数の 10％分（2019 年）、12％分（2020 年）のクレジットを取得する必要

があり、EV を生産するか、他社からクレジットを購入する必要がある。21 年以降のクレジットについて

は今後の中国国内での EV 生産・販売の進捗状況から決定される。仮に内燃機関車が 2017 年程度（2,888
万台）販売できたとすると、NEV 規制により EV を 2～5%程度、58～144 万台程度、生産する必要がある。

実績のある地場企業はともかく、これまで EV 販売の実績がない外資系企業、とりわけ中国市場のシェア

が世界全体の 4 割程度と大きい GM や VW グループにとって高いハードルといえる。 
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方、NEV 規制の導入によって自動車メーカーは同規制をクリアするため、カーシェアやラ

イドシェアに使われるクルマを新たな販売先として狙いを定めている。例えばトヨタ自動車

や VW グループや日産自動車・ルノー・三菱自動車等は配車サービスの滴滴出行と提携し

ており、本田技研工業はカーシェアリングのリーチスターに資本出資、フォードは衆泰汽車

とカーシェアリング企業を設立する。 
今後の中国 EV 市場について EV 購入補助金の縮小・撤廃で乗用車として魅力が低下して

EV ブームがしぼんでいくのか、それとも NEV 規制の導入をきっかけとして商用車を中心

に市場拡大を続けるのか、注目する必要がある。  
 
３．EV 市場拡大のカギを握る蓄電池 
車載畜電池の性能向上と原料確保が課題  
 電動化が進むと、不要となる部品と新たに必要となる部品に分かれる。不要となる部品と

して内燃車には不可欠なエンジン・エンジン同部品、電装関連、駆動系部品などがある。一

方、新たに必要となる部品についてリチウムイオン電池・同材料、モーター、インバーター

など電動パワートレインに加えて、アルミや CFRP など軽量化材料などが挙げられる。自

動車の部品点数を合計 3 万点とすると、不要となる部品点数は 4 割近く(11,100 点)にも上

る一方、新たに必要な部品は 1 割にも満たない（2,100 点）9。EV、とりわけ電気自動車は

内燃車と比べて部品点数が少なく生産しやすいといわれている 10。 
 とはいえ電動パワートレインの中核技術であるリチウムイオン電池やそれを取り巻く環

境に関していくつか課題が残されている。まず、リチウムイオン電池の生産コストは依然と

して高いことだ。内燃機関車のエンジンであれば生産コストが 20－30 万円ですむところが

蓄電池に切り替えたとたん 100 万円程度かかってしまう。そのため EV と同タイプの内燃

機関車の車両価格差は数十万円以上に達する。蓄電池の量産化によるコストダウンを行うに

しても、そのための設備を設置するのに生産ライン一つについて 100 億円程度と多額投資

が必要である 11。次に、EV の航続距離延長のためにリチウムイオン電池のエネルギー密度

向上が不可欠である。現行のリチウムイオン電池のエネルギー密度では内燃車の燃料のガソ

リンや軽油に及ばないため、EV の充電一回当たりの走行距離は内燃車に劣る。ひとまず

EV に搭載するリチウムイオン電池のエネルギー密度を高めることで内燃車の航続距離に

近づけ利便性を高めることが EV 普及のカギを握る。 
 リチウムイオン電池原料の大量調達も課題の一つとして挙げられる。リチウムイオン電池

は正極材、負極材、電解質、セパレータで構成されているが、その正極材の材料としてリチ

ウム、コバルト、ニッケルなどが求められている。一台の EV に搭載するリチウムイオン電

池（40kWh）に必要なリチウム、コバルト、ニッケルの量はそれぞれおよそ 25kg、15kg、
15kg であり 12、仮に年間 2,000 万台の EV 市場が生まれた場合、合わせて 110 万トンの原

料需要が生まれるが、これは現在のリチウム、コバルトの年間生産量（それぞれ 4 万トン、

12 万トン（2016 年時点））をはるかに超えた水準であり、今後、大規模な採掘投資が必要 

                                                   
9 中部経済産業局「次世代自動車地域産学官フォーラム平成 23 年度行動計画概要」2011 年 6 月 29 日 
10 実際のところはそう簡単な話ではなく、例えばテスラのモデル 3 の量産化にかなりの時間がかかったこ

とを考慮すると、クルマの部品点数が少なければすぐにクルマが生産できるものではないといえる。 
11 寺師茂樹トヨタ自動車副社長インタビュー（一橋ビジネスレビュー2018 年秋号 pp138－148） 
12 田村康昌「電気自動車（EV）・天然ガス自動車普及課題、燃料需給への影響」JOGMEC ブリーフィン

グセミナー配布資料、2018 年 1 月 25 日 
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である。さらにコバルトについては銅やニッケルの副産物として採掘されているため、これ

らの生産動向に左右されるだけでなく、最大生産国のコンゴでは採掘に従事している児童労 
働等が問題視されていて法令順守等の観点でもコバルトの採掘・生産を進めることが困難な

状況である。既存材料の低減（とりわけコバルトについて）13や代替材料の開発も進んでい

るものの、短期的には厳しい。 
 
EV インフラの整備が不可欠 
 EV を取り巻く環境については、充電設備の拡充が不可欠である。2017 年時点で日本国

内の急速充電スタンド数は 7,327 カ所まで増加した。しかし、現在も 3 万カ所以上存在す

る給油所数と比べると見劣りする。一方、中国では急速に充電スタンドを増やしており、同

8.3 万カ所以上となった（図表 5）。充電スタンドの拡充を進めるには、充電器の設置コスト

の高さや事業採算性の改善などの問題を克服する必要がある 14。また世界に目を転ずると、

充電器の規格について日本が主導する「チャデモ（CHAdeMO）」や欧州が主導する「CCS」
を含めて 4 種類あり、充電スタンドはそれぞれに対応しなければならない 15。実際、欧州

の充電スタンドでは「CHAdeMO」と「CCS」それぞれに対応した充電設備を備えている。 
EV の充電設備の問題は公共スタンドだけにとどまらない。充電設備は戸建てを中心に設

置されているが、共同住宅には依然として不十分な設置状況である。例えば 2015、16 年に

販売された新築分譲マンションの駐車スペースにおいて EV 充電設備を備えているマンシ

                                                   
13 三元系のリチウムイオン電池でいえば、現在、ニッケル、マンガン、コバルトが等量で使われているが、

今後は蓄電池の高ニッケル化が進み、コバルトの必要量がニッケルの八分の一で済む畜電池が生産される

と見られる。 
14 中国の場合、採算度外視の充電スタンドが増加したため、稼働率が低く、EV 充電業者の倒産が相次い

でいる（亜州 IR 中国株ニュース 2018 年 8 月 7 日）。 
15 2018 年 9 月、次世代の急速充電器について日中間で規格統一して共同開発することで合意した。両国

は 2020 年に同一規格の急速充電器の実用化を目指すとしている。 

図表5 世界各国・地域の充電スタンド数の推移

出所：IEA, "Global EV Outlook 2018"
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ョンはそれぞれ 2％程度に過ぎない。そのため EV 所有者の 90％以上が戸建てに住んでい

る世帯が占めている一方、共同住宅に住んでいる EV 所有者は全体の 10％に満たない。共

同住宅の戸数が全世帯数の 42％を占めている状況に照らし合わせると、共同住宅における

EV 充電設備の設置を進める必要があるが、高い設置コストやコスト負担割合における利用

者間の合意の難しさなどがあってなかなか設置が進みにくい 16。 
次に充電時間の短縮に関連する課題を克服しなければならない。現時点では普通充電だと

満充電まで 10～20 時間程度、急速充電だと 80％充電まで 30 分前後かかる。今後搭載する

リチウムイオン電池の容量が増加することが見込まれるため、充電出力を上げてスピードア

ップを行わなければならない。充電器の普及促進を目指すチャデモ（CHAdeMO）協議会

は充電器の規格の補記を行い、最大出力を現行から 3～4 倍引き上げた 150～200kW の急

速充電器の生産をできるようにしており、これで 80％の急速充電が 10 分程度で可能になる。

また 2018 年の同規格の改定で最大電圧を 1,000V まで拡張することによって 350～400kW
での充電を可能にする予定である 17。ただこのような充電出力アップを行うには一般家庭

や事業者に追加費用が発生する。さらに現行の法制度では事業者の充電器の最大出力につい

て 50kW を超えて上げることは高圧電力契約となるため、充電スタンド事業者は自家用電

気工作物である充電器の保安や点検等を行う電気主任技術者を選任しなければならなくな

る。また火災予防の観点から安全性の評価を個別に行わなければならず、さらに充電時の電

磁波対策も必要である。 
  
蓄電池のエコシステム構築が不可欠 
劣化したリチウムイオン電池をどうするかという問題がある。リチウムイオン電池は繰り

返し利用すると畜電池の容量が低下して車載用電源としては使いものにならなくなる。とは

いえ住宅用など他の用途には十分に利用可能であり、同電池のリユースや同材料のリサイク

ルを行い、リチウムイオン電池のエコシステムを構築する必要がある。ダイムラー、トヨタ

自動車、日産自動車など内外の自動車メーカーはこのようなエコシステム構築に向けた動き

を始めている。 
 EV が普及すると、一斉充電で電力需要が急激に高まり、電力網に過度な負担をかける可

能性もある。EV の充電の時間をずらすなどの取り組みが社会全体として必要となるだろう。

また内燃車の燃料には揮発油税（ガソリン税）等が賦課されているが、EV の動力源である

電気にはそのための税金は賦課されていないため、内燃車が減少して EV が増えることで税

収が低下する恐れがある。IEA によると、EV シフトによる世界各国の税収不足は 2030 年

までに 470～1,000 億ドルに達すると計算している。 
 
４．EV 普及を見据えた自動車メーカーの視点 
大規模増設が見込まれる車載蓄電池 
 車載用リチウムイオン電池メーカーの増設計画は急ピッチで進んでいる。車載用で世界生

産首位を占めてきたパナソニックは円筒型のリチウムイオン電池を国内および米国のギガ

ファクトリーで生産していてテスラ等に向けて供給している。テスラと運営しているギガフ

ァクトリーは 2018 年に 35GW のリチウムイオン電池の生産能力構築を目指している。角

                                                   
16 経済産業省自動車課「平成 28 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（EV・PHV の充電イン

フラに関する調査）調査報告書」2017 年 3 月 
17 すでに欧州では最大出力 350kW の急速充電器が投入されている。 
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形のリチウムイオン電池について国内および中国で生産することとしており、トヨタ自動車

向けに供給することとなっている。 
 ほかにも、サムスンや LG 化学などの韓国勢がリチウムイオン電池を生産しているが、最

近存在感を出してきたのが中国の寧徳時代新能源科技（CATL）である。TDK が買収した

香港のアンプレックス・テクノロジーから車載部門が2011年に独立しでできた企業であり、

吉利汽車など地場自動車メーカーだけでなく、VW グループ、ダイムラー、BMW などドイ

ツ勢が同社と取引を始めていて、注目を集めている。2017 年時点では同社のリチウムイオ

ン電池の出荷量は 11.84GW と世界首位に躍り出た。同社は工場を増設する計画を持ってお

り、2020 年には 50GW の生産能力を持つ予定である。さらに国外に生産拠点を設ける意図

を持ち、2022 年にはドイツに 14GW の生産能力を持つ工場を建設することとしている 18。 
 
電池のバッテリーパックは競争領域 
 なお、電池メーカーが大量生産したリチウムイオン電池について自動車メーカーはそれを

そのまま車両に搭載すればいいわけではない。畜電池のセルをパッケージにしてそれを制御

するメカニズムを組み込んだバッテリーパックを作って搭載する必要がある。どのように畜

電池を並べてパッケージ化するか、どのようにして冷却して劣化を食い止めるかなどは自動

車メーカーがかなりのレベルまでバッテリーパック製造に関与しないと高品質の車載畜電

池が作れない。つまり、自動車メーカーにとってバッテリーパック製造は競争領域なのであ

る。 
リチウムイオン電池の調達について自動車メーカーによって内製する、もしくは外部調達

に委ねるなど方針が分かれているように見える。トヨタ自動車は、EV の基幹部品で安定的

に確保し、また畜電池の安全性を担保するという観点から、リチウムイオン電池の調達は内

製もしくは電池メーカーとの連携によるとしており、パナソニックと合弁会社を作るだけで

なく、角形のリチウムイオン電池については直接、パナソニックと協業している。一方、日

産自動車やボッシュは、安価な畜電池調達のために複数の電池メーカーと競わせる方針であ

り、畜電池製造の合弁会社の売却を決断している。 
だが、このような方針の違いはバッテリーのセルの調達についてであり、バッテリーパッ

ク製造については自動車メーカーにとって競争領域であって差別化できる分野のため、自社

で製造するか、協業するにしてもかなりの関与を行って製造している。 
 
軽量化への努力は続く 
 EV は大量のリチウムイオン電池を搭載するため、重量が増加しやすく、航続距離にマイ

ナスの影響を与えてしまう。これまで自動車メーカーは燃費規制に対応するために自動車に

使う材料を軽量化してきた。車両重量を 100kg 軽量化することで、1km/リットルの燃費改

善の効果があると指摘されている。今後は燃費規制については EV シフトで対応したとして

も、畜電池搭載による車両重量の増加は避けられなくなる。これらの重量増加によるマイナ

ス効果を相殺して航続距離を延ばすためには自動車メーカーは引き続き軽量化に取り組む

こととなるだろう。 
 軽量化に用いられる代替材料としてアルミニウムや樹脂などがある。アルミニウムについ 
                                                   
18 CATL と並び立つ電池メーカーである BYD は自社 EV 向け供給にこだわったため、CATL の後塵を拝

していたが、2018 年に入って畜電池の生産能力を増強する計画を発表しており、2020 年には 17 年の 4 倍

近い 60GWまで引き上げる。それと当時に 2017年に開始した畜電池の外販を本格化することとしている。 
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て EV 化はエンジンからモーターに切り替わるため、エンジン周りの材料としての需要は低

下していく。その一方で、軽量化ニーズからドアやボンネットなどのパネル材への需要は高

まるものとみられる。樹脂については炭素繊維強化樹脂(CFRP)がバックドアの骨格やトラ 
ンクの部品等に使われる 19以外にも、窓ガラス材料やリアシートの芯材にポリカーボネー

ト樹脂や発泡ポリプロピレンが採用されている。 
ただいずれの代替材料もこれまで使われてきた鉄などの材料に比べてコストが高いのが

難点であり、自動車メーカーは代替材料のコスト削減と軽量化の効果を見極めながら徐々に

軽量化を進めていくものとみられる。 
 
EV 普及のカギを握る次世代畜電池の開発 
 EV シフトをにらんで車載用のリチウムイオン電池の増産が続いているものの、リチウム

イオン電池には本質的な問題点がある。それは同電池のエネルギー密度の引き上げには理論

的な限界が存在する点である。現在、リチウムイオン電池 1kg 当たりのエネルギー密度は

250Wh 程度が限界とされている。このエネルギー密度ではガソリンや軽油のそれに劣って

おり、リチウムイオン電池搭載の EV の航続距離は内燃機関車に追いつくことはできない。

さらに、電気伝導の役割を果たす電解質として燃えやすい電解液を充填しているため、熱暴

走が生じたとき、発熱・発火しやすい。実際、米国や中国でリチウムイオン電池に由来する

EV の火災事故が多数生じている。 
 こうした問題点の克服を目指して次世代畜電池の開発が行われている 20（図表 6）。一番

注目されているのは電解液を固体化する全固体電池である。全固体電池は、難燃性、かつ耐

                                                   
19 母材にこれまでのエポキシ系樹脂ではなく、ポリアミド樹脂など熱可塑性を持つものをしようしたもの

が熱可塑性 CFRP である。エポキシ系樹脂に比べて安価で成形時間が短いなどの利点があったが、材料特

性を生かしつつ量産することができなかった。しかし、2018 年 3 月 GM は新型ピックアップトラックの

荷台の構成部品に熱可塑性 CFRP の採用を決定しており、CFRP だけでなく熱可塑性 CFRP についても材

料代替の進展が期待される。 
20 日本国内では国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が「先進・革新蓄電池

材料評価技術開発」の第 2 期事業を 2018 年度から開始している。同事業では EV への搭載可否や量産プロ

セスへの適合性を含めて全固体電池の材料評価技術等を開発する。さらに安全性・耐久性の試験評価法の

図表6 リチウムイオン電池の技術進歩について

出所：経済産業省「自動車新時代戦略会議（第1回）資料」2018年4月18日
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熱性を持ち、畜電池の安全性が確保できるだけでなく、電圧を高めても内部抵抗が低いため、

充電のための電圧を引き上げやすく充電時間を短縮化できる。排気や冷却のための空間やシ

ステムを省略してパッケージを単純化することができ、容量を増やすことも可能である。中

期的な観点では、全固体電池の電極材料についてよりエネルギー密度の高い材料への切り替

えが容易となっていて、電池性能の引き上げを段階的に実施していくことができる。 
 現在、固体電解質には硫化物系材料と酸化物系材料が存在するが、2011 年にこれまでの

電解液よりもイオン伝導度が高い硫化物系材料が発見されたことで注目を集めている。こう

した研究成果を踏まえてトヨタ自動車は 2020年代前半には全固体電池を搭載したEV を投

入する予定である。ただ硫化物系材料の場合、電池生産時に大気中の水分に触れると有毒の

硫化水素が発生してしまうため、生産管理が難しく、コスト高となってしまうという問題が

ある。さらに、次々世代畜電池として有望視されるリチウム空気電池の開発では正極から取

り込んだ空気、およびその中の水分が硫化物系電解質に触れてしまうことは必至である。そ

こで大気中で安全に取り扱うことのできる酸化物系材料で構成される電解質の投入が望ま

れている。だが、現時点では従来の電解液や硫化物系材料に匹敵するイオン伝導度をもつ酸

化物系材料が見つかっていない。したがって今後数年で次世代ないしそれ以降の電池の電解

質に最適な酸化物系材料を迅速に見つけられるかどうかがカギとなろう。現在、マテリアル

ズ・インフォマティクスを用いた材料開発が注目を集めているが、こうした新技術を速やか

に活用して、最適な酸化物系材料の探索の成功につなげていく必要がある 21。（続く） 
 
 
 

 

                                                                                                                                                     
開発や電動車両が大量普及する将来の社会システムのシナリオ・デザインの検討を行うこととしている。

委託先は「技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター（LIBTEC）」（組合員として自動車・

二輪車メーカー、蓄電池メーカー、材料メーカー27 社）と大学・研究機関 15 法人で構成されており、2022
年度まで同事業を継続する。 
21 2018 年 4 月、物質・材料研究機構(NIMS)と名古屋工業大学とトヨタ自動車は全固体電池の固体電解質

の材料候補の探索についてマテリアルズ・インフォマティクスを用いて発見する手法を開発したことを発

表している。 
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