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クルマの電動化を支える中核材料

Point
❶  クルマの電動化を支える中核材料としては蓄電池やセンサー等の機能材料、軽量化のための車体構
造材料などが重要である。

❷  蓄電池については全固体電池やリチウム‒硫黄電池などが、構造材料については各材料の特性向上
に加えてマルチマテリアル技術等の開発も進化している。

❸  電動化により自動車産業は大きな構造転換を迎えることとなるため、技術・社会の変化を先取りし
た新しいビジネスモデルを創造し、実践していくことが必要である。

　自動車の電動化が注目されている。今年に入っ
て欧州主要国、中国等が2030年以降の内燃機関
エンジン新車販売を禁止する施策を発表するなど、
温暖化対策へ向けた規制強化が加速し始めている。
　本年秋に開催された東京モーターショーでも、
国内外の各社が超小型マイクロコミュータから高
級スポーツ車両までの電動車両を発表しており、
電動車両市場が一気に広がる可能性が出てきた。

1．電動化を支える技術面のポイント
　クルマの電動化を支える中核材料としては蓄電
池やセンサー等の機能材料、軽量化のための車体
構造材料などがある。その中でも電池性能は自動
車の電動化を大きく左右する。電池性能は急速に

進化してきており、今年モデルチェンジした、リー
フの1充電当たりの走行距離は、蓄電池の容量を
増やしたこともあり3割以上の 400kmを達成して
いる。
　また充電時間の問題も解決に向かっている。ホ
ンダは2022年を目途に充電時間が現在の半分以
下になる「超急速充電」の電気自動車を複数発売
することを発表している。急速充電器を使った場
合には8割程度の充電で30分かかる電気自動車
が一般的だが、これを15分に縮める。そのため
の要素となる短時間で大量充電が可能な電池を開
発中である。
　しかしながら、それでも内燃機関車両の航続距
離、価格、燃料（電力）給油（給電）時間にはま
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だまだ及ばない。また、電池製造のための資源問題、
リサイクル問題等を解決していく必要がある。近
距離コミュータが電気自動車、長距離走行は燃料
電池自動車が適しているとの指摘もあるが、近距
離であっても電池への不安を抱えての走行が普及
するかは疑問である。クルマの電動化を一般的に
するためにはまだまだ解決すべき技術的・社会的
課題が山積していることも事実である。
　もう一つのポイントは車両の軽量化である。電
気駆動であれ内燃機関であれ、車両の重量は軽い
方が単位エネルギー量当たりの走行距離は増え、
CO2削減につながる。
　現在の自動車用構造材材料は高張力鋼等の鉄系
が主流であるが、アルミニウムやCFRPを構造材
料とする車種も増加傾向にある。以下に電動化を
支える、これらの技術課題の状況について記載す
る。

2．車載用蓄電池の現状と将来
　電気自動車用の電池には、産業用や民生用に比
べて格段に厳しい使用環境および性能が求められ
る。車載用蓄電池の性能において重要な指標は、
エネルギー密度と出力密度である。エネルギー密
度は、単位質量当たりに蓄積できるエネルギー量
を指し、この値が大きくなるほど走行距離が長く
なる。出力密度は単位質量当たりに電池が放出で
きる仕事率で、充放電のしやすさに関係する。中
でも1回の充電走行距離を決定するエネルギー密
度が重要である。
　リチウムイオン電池のエネルギー密度は150～
200Wh/kg 程度であり、1充電当たりの走行距離
は一般的に200km程度が限界と言われている。
　日産の2代目リーフの場合、前述のとおり走行
距離の走行距離は JC08モードで 400kmとなって
おり、先代モデルから120km延長している。バッ
テリーパックのサイズは先代モデルと同等のまま、
容量を40kWhに増やした（先代のバッテリー容量
30kWh）。
　また、駆動用モーターの最高出力は従来の80kW

から 110kWに向上している。バッテリーパック
は衝突時等に電池の安全性を確保するための重要
部品であり、先代に比較してバッテリーパックの
設計も大きく進化している。
　また、米国のテスラの場合、高級車モデルSの
電池はパナソニックのリチウムイオン 18650型
（直径 18×長さ 65mm）電池セルを使用している。
電池容量は、60kWhと 85kWhの 2種類ある。1
充電当たりの走行距離は200km以上となってい
る。また、廉価版のモデルXでは、車両重量の軽
量化やバッテリーの進歩により1充電当たりの走
行距離を350kmに伸ばしている。テスラはネバダ
州に「ギガファクトリー」を建設しており、より
高性能なバッテリーセル「21700」（高性能円筒形
セル直径×高さ：21×70mm）の生産を開始して
いる。しかしながら、それでもガソリン車の走行
距離には及ばない。
　技術開発目標としてエネルギー密度とトレード
オフの関係にある出力や安全性・耐久性等の性能
を高いレベルで両立することが求められる。蓄電
時間短縮のため、蓄電システム全体としての高度
化を図ることも必要である。
　現在のリチウムイオン電池の構造では、ガソリ
ン車並みの走行距離を実現するためのエネルギー
密度600～ 700Wh/kg は、理論上実現不可能だと
も言われている。
　そこで、電池を構成する材料をエネルギー密度
の高い材料に変えていくという取り組みが進めら
れている。有望視されるのが、全固体電池、リチ
ウム‒硫黄電池、リチウム‒空気電池である。
　このうち最も実用化に近いとされるのが、全固
体電池である。現在の電解液を用いたリチウムイ
オン電池は自動車以外にもスマートフォンなどに
用いられているが、揮発性や引火性があり、過熱
による変形や膨張、発火事故が問題となってきた。
この電解液を、イオン伝導性を持った固体電解質
にできれば、安全性が格段と高まる。これが全固
体電池である。その上、セルを個別に包んだもの
を積み重ねる液系電池と異なり、固体電解質は直
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接積層できるので、パッケージの小型化やエネル
ギー・ロスの減少にもつながる。電池パック重量
の約半分がパッケージ関連であることを考えると、
非常に重要な技術となる。
　リチウム‒硫黄電池は正極に硫黄、負極に金属
リチウムを用いた電池である。リチウムイオン電
池と比べて、理論上はエネルギー密度が2倍にな
ると期待され、世界中の研究機関が開発競争を繰
り広げている。
　リチウム‒空気電池は、正極に空気中の酸素を
使う。蓄電池の中では最も高いエネルギー密度を
持つとされ、物質・材料研究機構などで研究が進
められている。いずれも製造が難しく、実用化に
はまだ多くの課題が残っている。
　このようにさまざまな技術開発が進められてお
り、各省庁の研究開発を統括する内閣府では2050
年までのロードマップを策定し産官学での蓄電池
開発を加速している。内閣府のエネルギー・環境
イノベーション推進WG事務局が本年9月に公表
したロードマップ（中間報告）によると、今後開
発を進める蓄電池の種類を以下の各電池とし、そ
れぞれの技術開発課題を整理している。
　種類として、リチウムイオン電池、リチウム‒
硫黄電池　亜鉛 ‒空気電池、新型金属 ‒空気電池
（金属：Li, Mg, Al 等）、革新型蓄電池（フッ化物
電池、ナトリウム電池、多価イオン電池、新型レドッ

クスフロー電池等）がある。
　以下にリチウム‒硫黄電池の 2050年までの主要
な技術課題を示す。

3．構造材料
　自動車の走行距離を伸ばす、二つ目のキーワー
ドである軽量化は、内燃機関、電気自動車双方に
関係のある技術課題である。
　内燃機関車において1kmの燃費向上のためには
約100kg の軽量化が必要といわれている。一方で、
自動車は過去三十数年間で平均400kg 以上も重く
なっている。これは衝突安全性を増すための各種
装備や、快適性（音や振動対策）の向上によるも
のであり、今後も自動運転の普及等からセンサー
数は増加することから、車両重量の増加は避けら
れない。
　そのため、安全性や快適性のレベルを下げずに
車両本体（構造材材料）を軽量化することが必要
となっている。そこで新しい軽量の金属材料とし
て注目されてきたのが、アルミニウム合金だ。ア
ウディやジャガーなど欧州の高級車がアルミボ
ディを採用し始め、現在は欧州車のルーフパネル
の2割以上にアルミが用いられている。フォード
が近年、量産車のボディにアルミを採用したが、
これも規制を見据えた動きだ。その一方で、アル
ミ合金の価格は重量当たり鉄鋼の3倍といわれ

図表 1　2050 年までの主要技術課題（リチウム‒硫黄電池）
～ 2025 年頃 ～ 2035 年頃 ～ 2050 年頃

モジュール・システム開発 実証 社会実装

デンドライト生成メカニズムの解明

材料量産化プロセス研究

正極材料の導電性向上

固体電解質の開発

H2S発生、硫黄溶出制御

電解質の生産性向上およびセルの量産
化技術

電極材と電解質の最適化

デンドライト析出反応の制御

電池パックの重量エネルギー密度

700Wh/kg 以上

価格現状の 1/10 以下

長寿命化、低コスト化技術開発

セルの大型化およびセル設計最適化
出所：内閣府ロードマップ等から三菱総合研究所作成
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る。さらに、アルミの精製には大量の電力が必要
であり、電気料金の高い日本では採用が遅れてき
た。
　アルミやマグネ等の軽量合金や鉄とアルミの接
着によるマルチマテリアル技術、構造最適化のた
めの人工知能（AI）等を用いたシミュレーション
技術等の開発も進んでいる。国や企業ではさまざ
まな取り組みを進めており、内閣府等でも2050
年までのロードマップを策定している。2050年ま
での主要な技術課題は下記となっている。

4．電動化を巡る三つのシナリオ
　前述のとおり、電気自動車普及のため蓄電池技
術開発、車両の軽量化推進、自動運転等の技術開
発が進められている。ここでは2050年までのシ
ナリオとして以下の三つのシナリオを考えてみた。

シナリオ1̶̶現状維持ケース
　シナリオ1では、EVの 1充電当たりの航続距離
はあまり伸びず、軽量化もそれほど大きく進まな

い。したがって電気自動車は都市内の近距離移動
用など用途は限定される。一方で、電気駆動バス
や電気駆動タクシーなど業務用をはじめとして、
一定程度の導入は進んでいくだろう。自動運転も
ドライバーサポートが主体となる。
　このシナリオでは、普通車両はプラグインハイ
ブリッドや燃料電池自動車といった電気駆動で
あっても電気自動車以外の車両が主流となる。

シナリオ2̶̶蓄電池イノベーション
　蓄電池技術の革新的発展。車体の軽量化や自動
運転は現状レベルだが、蓄電池のエネルギー密度
が2倍以上になる。
　この場合は電気自動車の利用が進み、市場の一
定割合を占めるようになる。また、充電スタンド
等も整備されていき、徐々に電化が進んでいく。
当初は都市内コミュータ等から導入が進むが、高
級セグメントの電気自動車も現れてくることとな
る。

図表 3　電気自動車普及シナリオ
電池技術 軽量化技術 自動運転 /

シェアリング等
シナリオ 1 現状の改良レベル 現状の改良レベル 現状の改良レベル
シナリオ 2 革新技術の実用化 現状の改良レベル 現状の改良レベル

シナリオ 3 革新技術の実用化 CFRP導入加速、マルチ
マテリアル化等推進

自動運転レベル 4
シェアリング加速
出所：三菱総合研究所

図表 2　2050 年までの材料技術課題
～2025年頃 ～2035年頃 2050年頃

超軽量材料 ・ 省レアメタルかつ高強度や高延
性の革新鋼板の開発

・ 高強度や高延性の革新的アルミ
ニウム材の実現

水素脆性、腐食、疲労への抜本的
対策（コーティング技術等）
・ コストダウンのための製造プロ
セス技術開発

自動車の重量を50%以上削減する
等、輸送機器の抜本的な軽量化を
実現

異種材料の接合接着
技術・加工技術

・ 接合部性能評価技術
・ 異種材料接合技術/溶接部のシー
ムレス化

・ 異種材料接合時の電位差対策熱
膨張率の差を考慮した最適設計
技術開発

マルチマテリアル設計技術
・ マルチマテリアル化比率向上
・ リサイクル性向上

材料の自由な組み合わせが可能と
なる（接合接着等）技術の開発

出所：内閣府ロードマップ等から三菱総合研究所作成
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シナリオ3̶̶車体材料イノベーション
　シナリオ3では、電池、材料、自動運転等の技
術開発が進展する。完全自動運転で衝突のない世
界が出現すれば構造材にも樹脂を用いるなどして、
大幅な軽量化が実現する。その結果、車両重量は
軽量化が加速し、材料・電池技術の進展とあいまっ
て長距離の電気走行も可能となる。多様な電気自
動車が出現し、標準車両では価格競争が激化、ガ
ソリン車よりも安価な電気自動車も出現する。

　以上　蓄電池と構造材料を中心に、将来の自動
車電動化シナリオを俯瞰してみた。

　自動車の電動化が自動車産業へ及ぼす影響は、
とてつもなく大きい。例えば電気自動車の場合、
内燃機関自動車に比較して部品点数は半分以下に
なる可能性が高く、エンジン関係やトランスミッ
ション関連を製造している会社は大きな舵取りを

余儀なくされることとなる。また、ガソリンスタ
ンドや修理工場等も業態変換を求められることと
なる。
　すでにそのような動きは各所で顕在化し始めて
おり、エンジン部品製造会社がモーター部品やセ
ンサーを製造する例も多く出てきている。自動車
の利用形態もシェアリング等の割合が増えていく。
　今後の自動車産業進展を先取りし新事業を推進
するためには、このような技術・社会の変化を先
取りした新しいビジネスモデルを創造し、実践し
ていくことが必要である。例えば小型EVコミュー
タについては、車体やバッテリーを標準化するこ
とで車両コストを抑え、修理工場やガソリンスタ
ンドでも簡単な車両組み立てやカスタマイズを可
能とするなどが考えられる。このような取り組み
はすでに欧米で始まっており、日本国内でも今後
さまざまな変化が起こる可能性は高い。

図表 4　小型 EVコミュータビジネスモデルイメージ

出所：三菱総合研究所

クルマの電動化を支える中核材料




