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１．はじめに 

 

(1) 検討の背景と目的 

エネルギーセキュリティの向上や環境制約への対応、自動車産業の競争力強化の観点か

ら、次世代自動車の普及拡大は、自動車産業政策の重要な課題である。「日本再興戦略改

訂2015（2015年6月閣議決定）」においては、「2030年までに新車販売に占める次世代自動車

の割合を5から7割とすることを目指す」とされている。 

次世代自動車の中でも EV・PHV は、FCV と同様に CO2 排出削減効果が高く（図 1-1）、ま

た、災害時に非常用電源として活躍するなど、これまでの自動車にはなかった新たな価値が

期待できることから、国としても特に普及に力を入れてきたところである1。実際、EV・PHV の

累計販売台数2は 2009 年度以降の 6 年間で約 12 万台と、ハイブリッド自動車の導入時を上

回るペースで増加している3が、「パリ協定」における我が国の国際約束4を確実に履行するた

めにも、2030 年における EV・PHV の普及目標（新車販売に占める割合を 20～30％に引き上

げ（図 1-2））達成に向けて、引き続き着実に普及が進むことが強く期待される。また、我が国

は主要な EV・PHV 市場の一つとなっているが（図 1-3）、米国や中国、一部の欧州諸国の伸

びは著しく、今後 EV・PHV 普及拡大に向けた世界的な競争の激化が予想される。我が国は

EV・PHV の市場創出で世界をリードしてきたが、母国市場を背景に戦う自動車産業の競争力

強化の観点からも、一層の市場拡大に向けた取組が求められる。 

本検討会は、EV・PHV に関する 初の政策パッケージであった「次世代自動車戦略

20105」策定から 5 年が経過し、官民の取組が一定の成果を上げつつある今、これまでの経験

を共有しつつ、改めてチャレンジングな目標達成に向けた戦略を検討し、これからの 5 年に備

えるため、EV・PHV の普及に向けて不可欠な車両とインフラが連携した戦略の検討と推進に

必要なメンバーによって組織された。本検討会で共有した戦略をとりまとめた本報告書が、こ

れからの 5 年あるいはそれ以降の「EV・PHV ロードマップ」として機能し、関係者の協力の下、

着実に実行され、2030 年に向けた EV・PHV の展望が開かれることを期待する。 

なお、FCV については、「水素・燃料電池協議会」で改訂作業が進められた「水素・燃料電
                                                  
1 EV・PHV や FCV について、国や一部の自治体では車両購入時の補助やインフラ整備に積極的に予算措置し

ているほか、公用車としての導入や、駐車料金の割引、さらに一部地域では乗り入れ規制の対象外にする

などの取組が行われている。 
2 2016 年 2 月末現在の EV・PHV の累計販売台数は約 14 万台。 
3 ハイブリッド自動車の 1997 年度からの 6 年間の累計販売台数は約 9 万台。 
4 2015 年 7 月に温暖化対策推進本部で決定された「2030 年度の温室効果ガスの排出量を 2013 年度比 26％

削減する」との我が国の温室効果ガス削減目標は、国連気候変動枠組条約事務局に提出され、2015 年 12

月にパリで行われた第 21 回気候変動枠組条約締約国会議において、他の締約国が提出した目標と合わせて、

パリ協定として採択された。パリ協定には、産業革命以降の気温上昇を 2℃以内に抑えるという長期目標

などが盛り込まれ、現在各国で批准に向けた手続きが行われている。パリ協定は、批准国が 55 ヶ国以上に

達し、それらの国の温室効果ガス排出量が世界全体の 55％以上を占めることを条件に発効される。 
5 次世代自動車戦略研究会編「次世代自動車戦略 2010」

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004630/pdf/20100412002-3.pdf 
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池戦略ロードマップ」において今後の普及目標や取組等が示されている。同ロードマップは、

本報告書と合わせて、今後の次世代自動車政策の柱とされるべきであるので、FCV に直接

関係する部分を別添する。 

 

(2) 取組の経緯 

2009 年 9 月に量産型 EV の市販が開始されて以降、自動車メーカー各社から多様な EV・

PHV が投入された。航続距離の伸長などの性能向上も図られ、我が国の EV・PHV 市場は着

実に拡大してきた。2010 年 4 月には「次世代自動車戦略 2010」が策定され、EV・PHV 普及目

標を設定するとともに、充電器整備や研究開発を含む普及に向けた戦略が示されている。 

2008 年 4 月には「EV・PHV タウン構想推進検討会」が設立され、EV・PHV 普及のモデルと

なる自治体を「EV・PHV タウン」として 2009 年 3 月に 8 都府県、さらに 2010 年 12 月に 10 府

県を選定し、「EV・PHV タウンベストプラクティス集」など策定を通じた EV・PHV 普及促進策の

モデルケースの共有や「EV・PHV タウンシンポジウム」などによる広報活動に取り組んでいる。

また、2010 年 12 月には経済産業省と国土交通省が共同で「充電設備設置にあたってのガイ

ドブック」を発行し、新たに充電設備を設置しようとする際の技術的情報を取りまとめた。 

2013 年 2 月に成立した平成 24 年度補正予算においては、1,005 億円が措置され、充電器

整備のための基金が創設された。同基金は、(一社)次世代自動車振興センターの補助事業

として活用され、2014 年 12 月までの間に約 1.4 万基の充電器整備を支援した。なお、この補

助事業の実施にあたり、全国 47 都道府県と高速道路会社 4 社は、それぞれ充電器の整備計

画（ビジョン）を策定している。また、このような国の大規模な事業に呼応して、2014 年 5 月、

自動車メーカー、電力会社、金融機関が出資し、合同会社日本充電サービスが設立され、充

電器整備を促進するとともに、整備後の運営についても大きな役割を果たしている。充電器

整備については、この補助金の後、2015 年 2 月に成立した平成 26 年度補正予算において新

たに 300 億円が措置され、同じく（一社）次世代自動車振興センターによる補助事業が実施さ

れた。同補助事業では、2015 年 11 月までに補助金申請のあった約 1.6 万基に対する支援が

決定している。 

充電器の基数が増える中で、互換性の維持は、ユーザーの利便性確保の観点から重要で

ある。急速充電器については 2010 年 3 月からチャデモ協議会が認証業務によってこれを担

保してきたが、2012 年 4 月からは、普通充電器についても業界からの要請を受け、（一財）日

本自動車研究所が認証業務を開始した6。なお、充電器の規格の国際標準化も進み、普通充

電器については日米のタイプ 1 やドイツのタイプ 2、急速充電器については我が国発のチャデ

モ規格7が欧米のコンボ規格や中国の GB 規格と並んで国際規格とされている。 

                                                  
6 2012 年 4 月に普通充電器の普及促進を目的として設立され、安全性・互換性の解決に貢献する（一社）

電動車両用電力供給システム協議会は、JARI 認証の普及にも努めている。 
7 チャデモ規格とは、直流急速充電器の商標名で、2014年4月にコンボ規格とともにIEC61851及びIEC62196

として国際規格化。なお、「チャデモ（CHAdeMO）」は、「CHArge de MOve = 動く，進むためのチャージ」，

「de = 電気」，また「（クルマの充電中に）お茶でもどうですか」の意味を含む。 
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EV・PHV の購入者に対しては、クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金（CEV

補助金）によって同等のガソリン自動車との価格差の半分が補助されてきたが、2013 年度か

らは、車両価格の低減を自動車メーカーに促すため、2016 年度をゴール（ランニングコストの

差も加味してガソリン自動車と同等の価格となる）とする価格低減を想定し、想定通りの価格

低減が実現した場合にはガソリン自動車との価格差の 1/1 を、実現しなかった場合には 2/3

を補助することとした。このようにスキームを改めた結果、価格が低減した車種もあった一方

で、コスト低減が追いつかず、途中で価格低減が止まるケースもみられた。 

後述するように、消費者は電動走行距離に課題を感じている。自動車メーカー等の努力に

より電動走行距離は伸びつつあるものの8、さらなる伸長が求められており、課題解決に向け

て蓄電池技術の向上が期待されている。自動車メーカーや電池メーカー等がそれぞれ研究

開発に注力する一方で、国としても、リチウムイオン電池の技術革新を支援（リチウムイオン

電池応用・実用化先端技術開発事業）するほか、リチウムイオン電池の限界を超える革新型

蓄電池やその基盤となる高度な解析技術の開発を 2009 年度から推進してきた（革新型蓄電

池先端科学基礎研究事業）。この事業を通じて、我が国の解析技術は世界一の水準にあり、

今後、革新型蓄電池のみならず、リチウムイオン電池の技術革新にも大いに貢献することが

期待されている。 

 

■図 1-1 パワートレインごとのＣＯ2 排出量及びエネルギー消費量（Well to Wheel9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1：2014 年度電源構成、※2：2030 年度電源構成10 

同程度の車格の車両(排気量、車両重量等)について、ＬＣＩデータベースＩＤＥＡに基づく燃料原単位、ＪＣ０８モード 

に基づく燃費・電費、長期エネルギー需給見通しに基づく 2030 年の発電の原単位を用いて算出。また、ＰＨＶは、 

ＥＶ走行を 50％、ＨＶ走行を 50％として算出。（ ）内は販売年 

 （一財）日本自動車研究所作成 

                                                  
8 例えばリーフ（日産）は、200 ㎞（2010 年）、228 ㎞（2012 年）、280 ㎞（2015 年）と電動走行距離が延

びている。 
9 Well to Wheel とは、一次エネルギーの採掘から車両走行までのこと。また、Well to Tank とは、一次

エネルギーの採掘から車両の燃料タンクまでのことを指し、Tank to Wheel とは、車両の燃料タンクから

車両走行までのことを指す。 
10 2030 年電源構成は、「長期エネルギー需給見通し」（2015 年 7 月：経済産業省）の電源構成を引用。

http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150716004/20150716004.html 
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■図 1-2 次世代自動車の新車販売実績と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：自動車産業戦略 2014（経済産業省）11等 

 

■図 1-3 各国の EV・PHV の販売台数の推移(2011～2015 年)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

出典：オランダ・ノルウェー・フランス・イギリス・ドイツ：European Alternative Fuel Observatory(EAFO) 

中国・アメリカ：マークラインズ、日本：日本自動車工業会（JAMA） 

                                                  
11 自動車産業戦略 2014：http://www.meti.go.jp/press/2014/11/20141117003/20141117003.html 

2015 年（実績） 2030 年目標 

従来車 73.5% 30～50% 

次世代自動車 26.5% 50～70% 

 

ハイブリッド自動車（HV） 22.2% 30～40% 

電気自動車（EV） 
プラグインハイブリッド自動車（PHV） 

0.27% 
0.34% 

20～30% 

燃料電池自動車（FCV） 0.01% ～3% 

クリーンディーゼル自動車（CDV） 3.6% 5～10% 
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２．目標設定等 

 

（１）車両（2020 年、2030 年の普及台数目標） 

 

「日本再興戦略改訂 2015」では、2030 年に新車販売に占める次世代自動車の割合を 5～7

割に引き上げることとしている。このうち、EV・PHV については 20～30％を目標としているが、

これは「エネルギー基本計画（2014 年 4 月閣議決定）」や「パリ協定」における我が国の「約束

草案」において、2030 年の運輸部門におけるエネルギー消費量や CO2 排出量の算定に用い

られているものであり、我が国として必ず達成すべき目標である。なお、エネルギー基本計画

の方針を基に総合資源エネルギー調査会が決定した「長期エネルギー需給見通し（2015 年 7

月）」では、2030 年の EV・PHV の保有台数を全体の 16％と見込んでいる。足下の EV・PHV

のシェアが 1％以下であることを踏まえると、これらは極めて野心的な目標であり、達成に向

けて関係者の緊密な連携が求められる。 

このような連携を成功させるためにも、関係者がそれぞれの役割を確認できるロードマップ

が重要であり、当面の取組を検討する上では、5年後の2020年の姿をできるだけ定量的に描

く必要がある。本検討会では、まずは 2020 年における普及台数の見通し（目標）を議論した。 

EV・PHV の普及台数については、IEA が 2012 年に発表した Energy Technology 

Perspectives12において、いくつかのシナリオごとに見通しを公表している。EV・PHV の普及

が も進む 2DS improve シナリオ13（図 2-1）では、2020 年の世界の新車販売市場において

EV・PHV が 7％のシェアを占めるとする一方、4DS シナリオ14では、2％程度にとどまるとされ

ている。我が国として温暖化対策を率先して進めるとともに、EV・PHV の先進市場の早期確

立を目指すならば、少なくとも 4DS シナリオの見通しを大幅に上回り、パリ協定で共有された

目標も踏まえ 2DS シナリオに準ずる水準の目標設定が望ましいと考え、検討会では 70～

100 万台をたたき台に検討を行った。2020 年まで 5 年程度しかなく、車種の展開や生産計画

を急に変えられるわけではないことを鑑みれば、100 万台は大きすぎるとの慎重な見解も示

されたが、他の EV・PHV 先進国の積極的な姿勢等も踏まえ15、検討会としては、官民による

これまで以上の取組と 大限の成果の発現を前提に、 大で 100 万台を目指すこととした。

図 2-2 には、この目標を通過点とする 2030 年までの EV・PHV の普及台数のパスのイメージ

を描いた。 

                                                  
12 IEA「ETP（Energy Technology Perspectives）2012」 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ETP2012_free.pdf 
13 長期的な世界の気温上昇を2℃以内に抑える可能性を80％確保する技術オプションと政策の道筋を示し

たシナリオ。

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ETP_Executive_Sum_Japanese_WEB.pdf 
14 排出量の削減とエネルギー効率の改善に向けた各国の公約を反映したシナリオ。

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyTechnologyPerspectives_20

14_ES_Japanese.pdf 
15 例えば、ドイツは 100 万台（乗用車総保有台数約 4,385 万台（2013 年））、イギリスは 150 万台（同約 3,192

万台（2013 年））、フランスは 200 万台（同約 3,165 万台（2013 年））を 2020 年の普及目標としている。 



6 
 

 

■図 2-1 世界のパワートレイン別の新車販売将来予測（2DS Improve シナリオ） 

 

IEA「ETP（Energy Technology Perspectives）2012」に基づき作成 

 

■図 2-2 新車（乗用車）販売台数に占める EV・PHV の割合のイメージ 
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（２）充電インフラ（2020 年に向けた整備方針） 

 

充電器を役割別に分類すると、あらゆる車両が利用可能な「公共用充電器」と限られた車

両のみが利用可能な「非公共用充電器」に大別できる。このうち「公共用充電器」は、長距離

を移動する場合の電欠回避を主な対象とする「経路充電」と、移動先での滞在中の駐車時間

を利用した充電を主な対象とする「目的地充電」の二つの利用シーンが想定される。また、

「非公共用充電器」は、車両が保管されている場所における「基礎充電」として利用されるも

ので、その多くは戸建て住宅に設置されてきたが、今後は集合住宅や職場への展開が期待

されている。なお、「経路充電」には短時間の充電が可能な急速充電器が、「目的地充電」に

は急速充電器よりもコストが抑えられる普通充電器が利用されることが多い16。 

 

■図 2-3 充電インフラの分類 

役割 定義 利用シーン 考え方 主な設置場所 

公共用 

充電器 

あらゆる車両が 

利用可能な充電器 

経路充電 

・ 長距離を移動する場合の電欠回避を

目的とする充電等。 

・ 短時間の充電が可能な急速充電器が

利用されることが多い。 

・高速道路 SA・PA 

・道の駅 

・コンビニエンスストア

・自動車販売店 

等 

目的地充電

・ 移動先での滞在中の駐車時間に行う

充電等。 

・ ある程度まとまった時間の駐車が想

定されるため、コストが抑えられる普

通充電器が利用されることが多い。 

・宿泊施設 

・大規模商業施設 

 等 

非公共用 

充電器 

限られた車両のみが 

利用可能な充電器 
基礎充電 

・ EV・PHV の所有者の自宅や事業所、

勤務先の駐車場など、車両の保管場

所で行う充電のこと。 

・ 普通充電器(主に 200V コンセント)が

利用されることが多い。 

・戸建て住宅 

・共同住宅 

・職場  等 

 

① 公共用充電器・経路充電 

経路充電は、長距離移動中の電欠回避等を目的とするものであるため、基本的には一定

の間隔で全国に偏在なく整備されることが望ましい。（一財）電力中央研究所が行ったシミュ

レーションでは、約 30km ごとに充電器が整備されれば、少なくとも理屈の上では電欠は起き

ないとの結果が示されている17。市町村道等は除き、国道と都道府県道（総延長は約 18.4 万

km）に限って 30km ごとに充電器を設置すれば、その総数は約 6,100 基になるが、これは現在

の急速充電器の総数（5,971 基18）とほぼ同数であり、数だけをみれば、官民の努力によって

整備は一定程度進んでいると言える。ただし、図 2-4 から明らかなように、都道府県別にみる

                                                  
16 個々の充電器の設置場所の状況によって、経路充電に普通充電器を、あるいは逆に目的地充電に急速充

電器を活用する場合もあり得る。また、経路充電と目的地充電を兼ねる充電器もある。 
17 急速充電ステーション最適配置に関する解析調査（2015 年 12 月）（一財）電力中央研究所による。 
18 2015 年 12 月末時点のチャデモ急速充電器設置数。 
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と整備の密度に相当なバラツキがある19。これは個々の都道府県内でも同様のバラツキがあ

ることを想起させるものである。今後は、ユーザーの電欠の懸念を払拭するため、空白地域

を確実に埋めるとともに、ユーザーの安心感を向上するために道の駅や高速道路のサービ

スエリア20等の分かりやすい場所に計画的に設置を進める「 適配置」の考え方を徹底し、整

備を進めるべきである。また、設置の検討にあたっては、周辺の充電器の密度に加えて、地

形等も考慮すべきである。なお、一部の充電器については週末等に「充電渋滞」が発生して

いることを踏まえ、今後の EV・PHV の増加も見越して、2 基目の必要性を合わせて検討すべ

きである。ただし、その際には、急速充電器の設置・運営コストを勘案し、周辺充電器への誘

導など利用の平準化に努めることにも注力すべきである。 

 

■図 2-4  都道府県別 急速充電器設置数 

 
                                     チャデモ協議会ホームページを参考に作成 

 

② 公共用充電器・目的地充電 

EV・PHV の利便性の向上のため、主要な目的地には充電器が設置されていることが望ま

しい。EV・PHV の普及が進めば、やがては顧客サービスの一環として、目的地となるサービ

ス事業者等が自らの負担で率先して充電器の設置を進めることも期待されるが、2020 年時

                                                  
19 都市部ほど設置基数が多い傾向がある。 
20 高速道路 SA・PA（全国に 875 ヶ所）に 342 基設置済み（2016 年 3 月現在）。道の駅（全国に 1,079 ヶ所）

に 627 基設置済み（2016 年 3 月現在） 
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点で 大 100 万台（乗用車保有台数の 1.5％程度）を目標とするならば、当面は官民による何

らかの取組が整備促進の前提となる。 

整備を進める上で、多くの潜在的なユーザーに EV・PHV の利便性向上を実感させるため

には、ある程度大規模で集客数が多い目的地から重点的に設置を働きかけることが効果的

である。例えば、駐車可能台数が 100 台を超える大規模商業施設や宿泊施設など、今後、重

点的に設置を進めるべき施設を例示すると図 2-5 のようになる。駐車可能台数に対して EV・

PHV の普及率や駐車場の稼働率等21を仮定して試算すると、2020 年に向けてこれら施設に

合計で（既設分22を含めて）2.0 万基程度が設置されると、EV・PHV の利便性向上に相当程度

貢献するものと考えられる。 

 なお、商業施設等に設置される普通充電器は、継ぎ足し充電に利用されることで、結果とし

て経路充電を補完する一面もある。また、集合住宅に居住しているために基礎充電が難しく

ても、普段の走行距離が短いユーザーについては、継ぎ足し充電で基礎充電が代替できる

可能性も考えられる。従って、施設の規模や種類だけでなく、周辺の充電器の設置状況や利

用状況を踏まえ、設置が進められることが望ましい。 

 

■図 2-5 施設ごとの設置目標目安 

対象施設 設置目標目安 

大規模商業施設※1 約 3,000 店舗 
駐車場台数：約 209 万台分。そのうち普及率や稼働率等を考慮して約

0.9 万台分の設置を目指す。 

宿泊施設※2 約 12,000 施設 
駐車場台数：約 108 万台分（収容人数から推定）。そのうち施設規模や

普及率及び稼働率等を考慮して約 0.5 万台分の設置を目指す。 

観光施設※3 約 890 施設 各施設 1 基ずつ程度（約 0.1 万台分）の設置を目指す。 

遊戯施設※4 約 2,500 施設 
駐車場台数：約 51 万台分。そのうち普及率や稼働率等を考慮して約

0.2 万台分の設置を目指す。 

公共施設※5 約 93,000 施設 市区町村ごとに複数施設（約 0.3 万台分）への設置を目指す。 

※1：大規模商業施設は、駐車可能台数が 100 台以上の施設。出典：経済産業省「商業統計」 

※2：宿泊施設は、収容人数 111 人以上（従業員数 10 人以上）の施設。出典：国土交通省「宿泊旅行統計調査」 

※3：観光施設は、観光施設財産抵当法に基づく観光施設（動物園、展望施設、スキー場等）。 

ただし、遊園地は遊戯施設で計上。出典：各施設関係団体 HP 等 

※4：遊戯施設は、公園・遊園地・テーマパーク、ゴルフ場。出典：各施設関係団体 HP 等 

※5：公共施設は、市町村役場（1718 市区町村に各 1 箇所）、社会教育施設（公民館、図書館、博物館等）。出典：

文部科学省「社会教育調査」等。 

 

③ 基礎充電 

基礎充電は、国民の約 4 割が居住している共同住宅にほとんど普及しておらず、EV・PHV

の潜在市場の掘り起こしに向けて極めて重要な課題となっている。特に人口の集中する四大

都市圏では、半数以上が共同住宅に居住しているが、大都市圏における自動車の利用目的

                                                  
21 普及率を約 1.5％(100 万台)、稼働率を 50％(時間貸駐車場や宿泊施設稼働率等を基に推計)と仮定し、

駐車中の EV・PHV の半数に充電器を提供するとして試算。 
22（一社）電動車両用電力供給システム協議会の出荷自主統計によると、普通充電器は約 1.6 万基（2015

年 9 月現在）。一部は家庭で使用されているが、この大部分は公共用充電器・目的地充電と思われる。 
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の 4 割以上は「日常の買い物、用足し」といった EV・PHV に適した近距離移動であることから、

共同住宅への充電器設置は EV・PHV の普及促進に効果的と考えられる。エレベータ付きの

比較的大規模な共同住宅だけでも、分譲共同住宅等の持ち家が約 460 万戸、賃貸共同住宅

等の借家が約 533 万戸存在する（図 2－6）。このうち分譲共同住宅については、充電器の設

置の可能性が比較的高いと思われる新築が年間約 12 万戸23、平均 13 年に一度程度行われ

る大規模修繕のタイミングを迎えるものが年間 35 万戸ある。駐車場の附置台数を戸数の

65％程度24と想定すると、これらの分譲共同住宅の駐車場は約 30 万台分25と推定される。

2020年のEV・PHVの普及目標を考慮すれば、この1.5％に充電器が整備されることが望まれ

るが、集合住宅への EV・PHV の普及はこれからであることを踏まえ、まずは例えば半数に設

置するとすれば、年間 2，000 基と計算される。 

また、自動車通勤者については、職場で充電できる環境があれば、EV・PHV の選択が進

む可能性が高まる。図 2-7 は、通勤時間別の自動車通勤者数を推計したものであるが、例え

ば片道の通勤時間が 1 時間を超える（往復で 80km 程度以上）通勤者は、戸建て住宅居住者

だけで 200 万人以上存在するが、自宅での基礎充電を前提とするとしても、現状の電動走行

距離を踏まえると、職場に充電器があると安心感や利便性が格段に向上すると思われる。こ

うした長距離自動車通勤者 200 万人のうち、例えば大規模な事業所の通勤者 60 万人26につ

いて、2020 年の EV・PHV 普及目標（割合）である 1.5％を対象に充電器を用意するとすれば、

9,000 基を設置することとなる。 

 

■図 2-6 住宅の内訳 

 

平成 25 年住宅・土地統計調査（総務省）に基づき作成 

                                                  
23 建築着工統計調査報告（平成 25 年統計） http://www.mlit.go.jp/common/001025777.pdf 
24 出典：「普通充電設備導入事例集」（2015 年 9 月）関西電気自動車普及推進協議会 

http://www.kepco.co.jp/sustainability/kankyou/keva/pdf/keva07.pdf 
25 新築＋大規模修繕のタイミングを迎える分譲共同住宅（約 12 万戸＋約 35 万戸）の約 65％程度 
26 大企業の就業者数が全就業者数の約 30％であることから、200 万人の 30％程度。 
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■図 2-7 通勤距離ごとの就業者数 

 

                                      

※1：推定通勤距離（km） ＝ 通勤時間 × 平均走行速度  

※2：自動車通勤者数は、国勢調査に基づき、通勤・通学の利用交通手段が自家用車だけ、となっている人数

を「一戸建て」の居住人口割合及び通勤時間割合で推計したもの。 

                               経済センサス等に基づき作成 

通勤時間が 1 時間を超える戸建て住宅居住者：推計 200 万人超

※2 
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３．目標達成に向けた取組 

 

自動車ユーザーを対象とする調査27によると、全体の 22％が「電気自動車の購入を検討し

たい」と回答しており、EV・PHV の潜在市場は大きく、ユーザーの関心は高いと言える。他方

で、特に EV を購入する際の懸念点として、車両そのものについては「車両価格」や「航続距

離」、「走行性能や製品の魅力」を、充電器については「充電環境」や「充電時間」が挙げられ

ており、これら課題の解決が重要である（図 3-1）。 

 

■図 3-1 EV の購入障壁 

 

出典：デロイト トーマツコンサルティング合同会社「2015 年次世代車に関する消費者意識調査結果」 

 

（１） 車両 

①車両価格 

EV・PHV は、ガソリン自動車等と比べてランニングコストは低いものの、車両価格は高額で

ある。自動車メーカーが車両価格の低減に向けて努力を続ける一方で、国としては、車両購

入時のユーザー負担を軽減して早期に初期需要を創出し、価格低減を促進するため、CEV

補助金によって同車格のガソリン自動車との差額の一部を補助してきた。また、環境性能に

優れた自動車に対するエコカー減税（自動車重量税及び自動車取得税）及びグリーン化特例

（自動車税及び軽自動車税）といった税制上の優遇措置も講じられている。 

CEV 補助金は、2013 年度から 2015 年度を終期にスキームを改め、2016 年度をゴールと

                                                  
27 （一社）日本自動車工業会「乗用車市場動向調査」（2014 年 3 月）  

http://release.jama.or.jp/sys/news/detail.pl?item_id=1678 
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する価格低減を想定し、想定通りの価格低減が実現した車両については高い補助率（1/1）を

認めることとし、自動車メーカーによるコスト削減努力を促すこととした。この結果、自動車メ

ーカーの努力によって価格低減が進んだ車種もあったが、当初の想定であった 2016 年度に

ガソリン自動車と同等（ランニングコストの差も加味）の価格の実現には至っていない。従って、

自動車メーカーによる一層の価格低減努力と並行して、CEV 補助金は今後も当面は必要と

考えられるが、新たなスキームで新CEV補助金を開始する際には、後述のEV航続距離の伸

長を促す等、自立的な市場形成に向けた工夫が重要である。また、税制上の優遇措置につ

いても継続が求められる。 

車両価格の課題もさることながら、本検討会では車種展開に関する課題も指摘された。今

後、海外メーカー製も含め、EV・PHV の車種は増える方向であるが（図 3-2）、市場拡大に向

けては、多くのユーザーのニーズに応える車両が適切な価格で提供される必要があることか

ら、引き続き自動車メーカーの努力が期待される。 

 

■図 3-2 主な EV・PHV 市場投入実績と見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：欧州の自動車メーカーは AVERE「European Alternative Fuels Observatory」 

アジア及び米国の自動車メーカーは報道発表に基づき作成 
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量産型 EV の市販開始から約 6 年が経過し、2016 年度末以降は CEV 補助金の保有義務

期限を超過した EV・PHV が中古市場に流入してくる。EV・PHV の中古市場が適切に形成され

ることは、新車の EV・PHV の初期需要の創出・市場拡大にとっても重要であり、既に自動車メ

ーカー各社は、一定の年数・走行距離を新車販売時に保証する（図 3-3）などの対応を講じて

いるが、今後は蓄電池の寿命や耐久性、残存性能の評価について、より分かりやすく、客観

性が担保された評価手法を確立するなど、協調した取組の検討も重要である。また、EV・

PHV 搭載の蓄電池には、車両での使用に適さなくなった後も、定置用蓄電池等への転用の

可能性がある。これは EV・PHV の価値の向上につながり、EV・PHV の普及促進に資すること

から、安全性が確保された適切な二次利用の推進についても取組が期待される。 

 

■図 3-3 蓄電池の性能保証等 

提供会社 プラン 条件 

日産自動車 
リチウムイオンバッ

テリー容量保証 

「30kWh 駆動用バッテリー搭載車」の場合、正常な使用条件下におい

て新車登録から 8 年間または走行距離 16 万 km までのどちらか早い

方において、ツインデジタルメーターのリチウムイオンバッテリー容量

計が 9 セグメントを割り込んだ（＝8 セグメントになった）場合に、修理

や部品交換を行い 9 セグメント以上へ復帰することを保証。  

「24kWh 駆動用バッテリー搭載車」の場合、5 年間または走行距離 10

万 km までのどちらか早い方を保証。 

トヨタ自動車 － 
保証期間は、通常のエンジンと同じ保証期間で、特別保証の 5 年ま

たは 10 万 km どちらか早いほう。 

三菱自動車工業 
メーカー特別保証 

（MiEV シリーズ） 

初度登録後 5 年以内（但し走行 10 万 km 以内）は、駆動用バッテリー

容量の 70％を下回った場合、無償で修理・交換を実施。 

BMW － 

新車登録日から 8 年（BMW i シリーズ以外の PHEV は 6 年）、もしく

は走行距離 10 万 km 以内にバッテリーの交換の必要が生じた場合

は、販売店が無償で修理。 

フォルクス 

ワーゲン 
ウォルフィ サポート 

8 年間/走行距離 16 万 km まで保証修理を受けることができる（ただ

し、使用できる容量が 70％を下回らない限り、保証対象外）。 

テスラモーターズ － 8 年間、走行距離無制限のバッテリー保証。 

出典：各社ホームページ 

 

ガソリン自動車等の燃費は、省エネ法に基づいて厳しい燃費基準が設定される中で新技

術が投入され、向上してきた経緯がある。EV・PHV についても、既に企業別平均燃費基準

（CAFE）値にある条件のもと算入することが認められている28が、今後予定される自動車単体

対策の検討においては、これら車種の初期需要の創出・普及拡大をより促進する観点からの

議論が期待される。このため、EV・PHV 等の技術動向や海外の燃費規制における扱いなど

基本的情報の整理を進めておくべきである29。 

                                                  
28 EV・PHVは、それ以外の対象車両でCAFE値の9割を達成していることを条件に、CAFE値に算入することが

認められており、その電費（km/kWh）については、消費電力量を発熱量に基づいてガソリン使用量に換算

した値を用いる。 
29 『平成 27 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（自動車単体対策に係る調査検討事業）＜資源エ

ネルギー庁＞』において、「自動車単体対策のあり方」について、EV・PHV の導入に関する可能性と評価方

法などを含め、国際的な動向を踏まえた野心的な世界最高水準の自動車単体対策に向けた調査・検討等を
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カリフォルニア州を含め、EV・PHV の普及が急速に進んでいる世界のいくつかの地域では、

補助金等の施策に加え、規制的手法が導入されている（図 3-4）。規制的手法に対しては

様々な見解があるが、検討会ではその効用や導入された地域の普及実態等を注視すべきと

の意見もあった。 

 

■図 3－4 カリフォルニア州の ZEV 規制と 2018 年以降の規制案 

 

公表資料及び公表可能な各社提供情報から作成 

 

②航続距離 

民間の調査30によると、2010 年以降の一貫した傾向として、ユーザーが求める EV 航続距

離は 320km 以上となっており、更なる普及には航続距離の伸長が不可欠である（図 3-5）31。

自動車メーカーは EV 航続距離の伸長に取り組んでおり、例えば過去 5 年間で航続距離を 4

割伸ばしたり、高額ながらガソリン自動車並みの航続距離を実現した EV もある。PHV につい

ても、ユーザーのニーズに応じて EV 航続距離を伸ばす動きが顕著である。 

                                                                                                                                                  
実施。 
30 デロイト トーマツコンサルティング合同会社「2015 年次世代車に関する消費者意識調査結果」 
31 30 kWh の電池を搭載するリーフ（日産）の航続距離は 280km、16kWh の電池を搭載する i-MiEV（三菱）

の航続距離は 180km である。 
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■図 3-5 EV の航続可能距離への期待 

 

出典：デロイト トーマツコンサルティング合同会社「2015 年次世代車に関する消費者意識調査結果」 

 

自動車メーカーが EV・PHV の電動走行距離伸長を目指す上で も大きな課題の一つは電

池の価格である。メーカーの努力によって電池の価格は低下しているが、なおガソリン自動

車との価格差の主要な部分を占めており、航続距離の制約要因となっているのが現状である。

そこで前述の新 CEV 補助金において、搭載する電池容量に応じて補助（電池容量(kWh)×補

助単価（円/kWh））すること等により、EV 航続距離の伸長を促す必要がある32。 

航続距離に係る課題の抜本的な解決に向けては、研究開発への投資が不可欠である。民

間の努力と並行して、国では NEDO が策定した、「二次電池技術開発ロードマップ 2013」（図

3-6）を踏まえて、現在の車載用蓄電池の主流であるリチウムイオン電池の高性能化を目指

す「リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業」とリチウムイオン電池の性能限界を

大きく上回る革新型蓄電池の研究開発を実施する「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業」

等を進め、更なる航続距離の伸長を目指した電池開発を支援してきた。 

これらの研究開発プロジェクトでは、それぞれ目標値として重量エネルギー密度（Wh/kg）

が設定されており、「リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業」では 2020 年代前

半に現在の 2 倍程度（200～250Wh/kg）のエネルギー密度を有する蓄電池を車載・実用化す

ることを目標とし、「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業」では 2030 年に現在の 5 倍のエネ

ルギー密度を有する革新型蓄電池の開発に向け、2009～2015 年度の 7 ヶ年事業を実施して

いる。後者については今年度で事業は終了するが、革新型蓄電池の開発はまだ基礎段階に

                                                  
32 このスキームでは EV・PHV のエネルギー効率が加味されておらず、効率を含めた性能を評価して補助金

額を算定することが今後の課題であるとの意見もあった。 
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あり、その成果を確実に実用化につなげるため、ニーズを強く意識したさらなる取組が求めら

れる。 

 

■図 3-6 NEDO 自動車用二次電池ロードマップ 

出典：ＮＥＤＯ二次電池技術開発ロードマップ 2013 

 

③ 走行性能や製品の魅力 

蓄電池の性能向上が進み、エネルギー密度が向上すれば、同じ電池容量であれば重量・

体積をより小さくできることから、EV だけでなく PHV についても軽量化や設計の自由度が向

上し、自動車メーカーによる魅力的なデザイン・性能を持つ EV・PHV の開発が進むことが期

待できる。 

前述の調査では、加速性能への懸念が挙げられているが、実際には、EV・PHV のような電

気駆動の車両は加速性能に優れていることから、この結果は一般の国民に EV・PHV に関す

る情報が十分には伝わっていないことを示唆するものである。EV・PHV の良さを伝えるには、

体験することが一番の近道であるので、発信力のあるマスメディア関係者を中心に試乗機会

を提供する等、引き続き戦略的に官民連携した情報発信に取り組む必要がある。また、これ
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まであまり関心を持ってこなかった潜在ユーザーの掘り起こしには、ホームページ等による地

道な情報提供も重要である。EV・PHV の良さだけでなく、充電器の設置状況などの環境整備

等についても官民がホームページ等を活用した取組で効果的に連携し、発信力を倍増させる

必要がある。また、幅広い層に、EV・PHV の価値を実感してもらえるよう、ＣＯ2 排出削減効果

等に加え、EV・PHV の特性を生かした観光や環境対策としての活用方法、さらには防災対応

や騒音の低減等の可能性についてできる限り幅広く調査し、EV・PHV の魅力の中立的な情

報の充実に努めるべきである。 

 

（２） 充電インフラ 

前章までに述べたように、これまで国、自治体、民間の取組を通じて充電器の設置が進め

られてきたが、EV・PHV のさらなる普及拡大に向けて、今後はより幅広い関係者の連携の下、

着実かつ計画的な整備が求められる。また、整備促進と並行して、特に公共用充電器につい

ては、ネットワークの継続的な充実を可能とするビジネスモデルの確立も求められる。  

充電時間の長さについては、現在でも懸念点として挙げられているが、今後、車両に搭載

する電池が大容量化することも踏まえ、新たな取組が期待される。なお、EV・PHV ユーザー

からは充電器の使い勝手の向上についても期待が大きい。関係者は、使用方法の改善等に

ついて連携して検討すべきである33。 

 

① 公共用充電器の整備 

経路充電については、今後は 適配置の考え方を徹底し、空白地域に確実かつ早期に設

置を進めていく必要がある。一方、目的地充電についても、潜在的ユーザーに利便性向上を

訴えやすい大規模で集客数の多い重要施設に優先して設置を進めることが効果的である。

このように、経路充電、目的地充電ともに、これまで以上に計画的な整備が求められるが、そ

の検討にあたっては、地域におけるこれまでの経緯や実情を勘案することが重要である。従

って、今後の充電器の整備の検討は、平成24年度補正予算による基金事業と合わせて策定

された都道府県の充電器整備計画（ビジョン）を今後新たに見直す中で行われることが適当

である。なお、その際、国は都道府県に対して既設の充電器の設置場所や充電器整備の目

安等の関連情報を提供するなど、関係者は積極的に協力する必要がある。見直されるビジョ

ンを踏まえ、今後も公共用充電器の設置に対する官民の支援が継続されることが期待され

る。 

経路充電は、長距離の電動走行に不可欠なインフラであり、安定した運営が求められる。

今後、設置が必要な空白地域には利用頻度が低い場所も含まれると思われることや EV・

PHV に搭載される電池容量が拡大する中で、車両あたりの経路充電の利用頻度は低下する

                                                  
33 EV・PHV の普及拡大に向けて、EV・PHV ユーザーはもちろん、現在は EV・PHV ユーザーではない潜在的ユ

ーザーに対しても、充電器がどこに、どれだけ整備されているかを周知することは、重要であるとの指摘

もあった。 
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可能性があることを踏まえると34、中長期にわたり運営が可能な充電器のネットワークのビジ

ネスモデルを確立する必要がある。すなわち、経路充電に利用できる充電器をネットワークで

価値を発揮するものと捉え、できるだけ多数の EV・PHV ユーザーで広く薄く支える仕組みを

確立させるべきである35(図 3-7)。 

現在、合同会社日本充電サービスや自動車メーカー等が 1 枚のカードで多くの充電器を利

用することが可能な「充電カード」を発行している（図 3-8）が、充電カードの加入率は総じて低

く、概ね 30％程度にとどまっている。広く薄く支える仕組の実現を目指すため、今後は柔軟な

料金設定など充電カード発行者による加入者増加に向けた取組が期待される。 

また、加入率を上げるとともに、経路充電の効率的利用を実現するため、例えば料金体系

の見直しにより月額基本料金と充電器の都度利用料金のバランスを工夫してユーザーの行

動変化を促すことや、IT を活用した利用の平準化等も考えられる。さらに、充電器本体のコス

ト低減や修理・交換部品の標準化等も検討されるべきである。こうした課題を検討するため、

継続的発展が可能な充電器ネットワークのビジネスモデルを検討する場の設置が期待され

る。 

なお、EV・PHV ユーザーや充電器の設置者は電力使用の多い優良顧客であることから、

電力システム改革が進む中で、例えば公共用充電器の使用電力と家庭等での使用電力をセ

ットにする等により、EV・PHV ユーザーや充電器の設置者にメリットが還元されるようなサー

ビスについても、今後検討が期待される。 

 

■図 3-7 ビジネスモデルの検討に際して考慮する事項と想定（急速充電器の場合） 

 

                  

             （一社）次世代自動車振興センター等からのヒアリングに基づき作成 

                                                  
34 他方で EV・PHV の総台数が増加すれば、経路充電の利用回数は全体では増加する可能性もある。 
35 現在、少なくとも 3,000 基程度の充電器が無料で開放されているが、これらについても EV・PHV の普及

に伴って課金を開始あるいは検討するものが増えている。なお、平成 26 年度補正予算においては、課金装

置の設置を補助対象とし、課金化を支援した。 

想定利用回数 想定コスト 

 

 

 

 

50～500 回/月 

 

 

 

 

 

機器費用： 平均 240 万円 

  工事費用： 230～280 万円※ 

保守費・通信費： 10～40 万円/年 

      電気代（基本）： 6（単相）～70（三相）万円/年 

電気代（従量）： 150～300 円/30 分 

（10kW の充電電力量(30 分)として計算） 

 

上記から算定されるコストは、初期費用を 8 年間で償還するとして、 

年間 84～355 万円程度。 

 

 

 

50 回は平均的な稼働状況。

500 回は充電器がフル稼働

し、日常的に充電渋滞が生じ

るような状況 

※設置場所（高速道路 SA・PA 等）によっては、 

工事費用が 2,000～3,000 万円程度になることもある。 

現状の普及状況等を踏まえた想定利用回数、想定コストで計算した場合、初期費用の一部を 

補助金等活用したとしても、充電器単体で収支が合わない充電器は全国に少なくないと想定される。 
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■図 3-8 主な充電カード一覧 

カード 

発行会社 
カード名称 対象 対象車両 

入会金・月額料金

（税抜） 

充電器利用料金 

（税抜） 

日 産 自 動

車・日産フィ

ナ ン シ ャ ル

サービス 

日産ゼロ・エミッション 

サポートプログラム 

（スタンダードプラン） 
個人 

リーフ 

e-NV200 

入会金   1,500 円

月額料金 3,000 円

【普通充電】  

日産販売店舗           無料 

NCS の充電スポット     1.5 円/分

【急速充電】 

日産販売店舗・NCS 充電スポット無料 

三菱自動車販売店      15 円/分 

EV サポートプログラム 

（スタンダードプラン） 

入会金  1,500 円 

月額料金 2,500 円

日産自動車 法人 EV 充電サービス 法人 
入会金   1,500 円

月額料金  450 円

【普通充電】          100 円/時間

【急速充電】         450 円/回 

三菱自動車

工業 

三菱自動車電動車両

サポート 

（ベーシックプラン） 

個人 
i-MiEV 

ﾐﾆｷｬﾌﾞﾐｰﾌﾞ

ﾐﾆｷｬﾌﾞﾐｰﾌﾞ

ﾄﾗｯｸ 

ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ

PHEV 

入会金   1,500 円

月額料金  500 円

【普通充電】 

NCS ネットワーク（普通） 1.4 円/分 

【急速充電】 

三菱自動車販売店 5 円/分 

NCS ネットワークカテゴリーA 12 円/分

NCS ネットワークカテゴリーB 15 円/分

三菱自動車電動車両

サポート 

（プレミアムプラン） 

入会金   1,500 円

月額料金 1,500 円

（無料充電 500 円分込） 

【急速充電】 

三菱販売店  5 円/分 

NCS ネットワークカテゴ

リーA      8 円/分 

NCS ネットワークカテゴ

リーB     15 円/分 

【普通充電】

NCS ネットワ

ーク（普通）  

無料

三菱自動車電動車両

サポート 

（コーポレートプラン） 

法人 
入会金   1,500 円

月額料金 1,000 円

【普通充電】

NCS ネットワ

ーク（普通） 

1.2 円/分 

トヨタメディア

サービス 

PHV Drive Support 

プラスカード 

個人 

法人 
ﾌﾟﾘｳｽ PHV

入会金     なし 

月額料金  300 円
充電器利用料   1.5 円/分 

日本充電 

サービス 

NCS カード 

（急速充電器用） 

個人 

法人 
全て 

入会金   1,400 円

月額料金 3,800 円
【急速充電】    15.0 円/分 

NCS カード 

（普通充電器用） 

入会金   1,400 円

月額料金 1,400 円
【普通充電】     2.5 円/分 

NCS カード 

（急速・普通併用） 

入会金   1,400 円

月額料金 4,200 円

【急速充電】    15.0 円/分 

【普通充電】     2.5 円/分 

JTB コ ーポ

レートセール

ス 

おでかけカード 

（プレミア） 
個人 全て 

入会金   1,000 円

月額料金 5,000 円

【急速充電】     15 円/分 

【普通充電】       無料 

おでかけカード 

（レギュラー） 

入会金   1,000 円

月額料金 2,500 円

【普通充電】       無料 

※普通充電のみ対応 

出典：各社ホームページ 

 

② 基礎充電の整備（戸建て住宅、共同住宅） 

基礎充電の整備は、これまでEV・PHVを購入したユーザーの戸建て住宅で進んできたが、

設置コストが低いことから、住宅の新築時に EV・PHV 所有の有無に関わらず、今後数十年に

わたり居住者が利用することを考慮して充電器の設置を促していくことが望ましい。このため、

経済産業省と国土交通省が共同で策定した「充電設備設置にあたってのガイドブック」を改訂

し、EV・PHV の普及見通しや充電器の設置コスト、ハウスメーカーの具体的な取組事例等を

新たに盛り込んで、関係事業者を通じた周知を図るべきである。 
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なお、戸建て住宅に設置される充電器への補助については、これまで費用負担の大きい

V2H 機能を有するもの等に限って実施されてきたが、利用率は限られているのが現状である。

今後、V2H 等の価値を災害対応等の観点から明確にする中で、支援のあり方について改め

て検討すべきである。 

共同住宅については、これまでほとんど充電器の整備が進んでこなかったが、EV・PHV の

普及に向けて設置を促進しなければならない。賃貸の共同住宅であれば賃貸の事業主が意

思決定すれば設置が実現する。また、新築の分譲共同住宅についてはディベロッパーがキ

ープレイヤーであるため、これら事業者への積極的な働きかけが有効である。 

一方で既築の分譲共同住宅については、駐車場は共有財産であり、その運営主体は管理

組合となるが、充電器の設置には区分所有者の合意が必要（共用部分の大幅な変更を伴う

と判断された場合は、3/4 の合意が必要）であることから EV・PHV を所有しない住民も含めた

区分所有者の理解が得られなければ、充電器の設置は困難である。そこで、分譲共同住宅

に居住する EV･PHV の購入希望者が、充電器設置を管理組合に働きかけることができるよう、

設置に必要となるコスト（補助制度が活用できれば自己負担が低く抑えられる等）、必要な手

続、決めておくべきルール、管理組合とってのメリットなどについて整理し、自動車販売店等

を通じて購入希望者に情報提供することを検討すべきである。 

また、管理組合が「自ら率先して導入したい」と考える仕組みも検討すべきである。過去に

管理組合が積極的に設置した設備に携帯電話の中継アンテナがある。共同住宅の屋上等に

携帯電話の中継アンテナを設置すると、管理組合は設置者である携帯キャリア会社から収入

が得られ、大規模修繕等に係る住民の負担低減につながった。このケースが充電器の設置

にそのまま当てはまるわけではないが、このように管理組合にメリットが生ずる仕組みを作り、

居住者全体に防災力の強化などメリットを還元することができれば、充電器についても設置

が進む可能性は十分あり得る。これと関連して、例えば、以下のような取組が考えられるとの

意見もあった。 

・管理組合が地域の自動車販売店やリース会社等と連携して、EV・PHV の販売の機

会を設定するなど、居住者との接点を活かした取組を行う。 

・管理組合の課題である「空き駐車場問題36」への対応策として、地域の自動車販売店

やリース会社等から EV・PHV を試乗車として一定期間空き駐車スペースに留め置き、

充電器を整備するとともに、住民向けにモニター車両として提供することにより、EV・

PHV の利用体験機会を創出し、普及促進につなげる。 

ただし、収益事業は課税対象となるため、事務的な手間が増えることには留意が必要であ

る。 

分譲共同住宅に限らず、蓄電池付充電器や V2H 機能付充電器の共同住宅への導入によ

り、居住者全体が防災力の強化等のメリットを享受できる可能性があり、これについては特に

                                                  
36附置義務に応じた駐車場数を、住民の自家用車保有台数が下回った場合、駐車場に空きが生じ、その分だ

け駐車場利用料収入が少なくなり、修繕積立金に不足が生じるなどの問題が生ずる。 
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検討する価値がある。分譲共同住宅の場合には、区分所有者の合意形成への貢献も期待で

きる。なお、これらの充電器は一般に高価であるため、補助制度等の支援策の充実も検討37

されるべきである。 

 また、共同住宅への充電器設置促進につながる以下のような取組を行っている、あるいは

検討している自治体もある。 

・自治体が建築確認を行う際に活用する「マンション建設指導要綱」に充電器を位置付け、

共同住宅への駐車場の附置義務とあわせて充電器設置の努力義務を定めている。（東

京都江東区で実施中38） 

・自治体が対応する耐震診断相談等において、充電環境整備を依頼することを内規で位

置付ける。（横須賀市が「横須賀 EV 創生プロジェクト」の中で検討中） 

改訂する「充電設備設置にあたってのガイドブック」には、以上の情報等も反映するべきであ

る。共同住宅への充電器設置は、EV・PHV の普及拡大に向けて極めて重要である一方で従

来の手法だけでは前進は難しい。国や自動車メーカーのみならず、ディベロッパー、管理組

合、自動車販売店等が連携し、推進の母体（大大同団結）の立ち上げも検討して共同住宅へ

の充電器設置に向けた取組を強化するべきである。なお、取組にあたっては、モデルケース

となるような地域を選定し、成功事例づくりを進めることが有効との意見もあった。 

 

③ 基礎充電の整備（職場充電） 

職場充電の充実は、長距離自動車通勤者を中心に EV・PHV への切り替えの環境づくりの

観点から重要である。 

日々の通勤に EV・PHV を利用する場合、ガソリン自動車を利用する場合と比べてランニン

グコストが削減できる。コストの削減分（ガソリン代から電気代への変更による削減分）を通勤

手当の削減や福利厚生費等としての還元、事業活動への投資等にあてることにより、EV・

PHV 利用によるメリットを事業者と従業員が活かすことが可能となる。 

職場に充電器を設置し、維持するには当然コストがかかるが、それを含めても、事業者に

はメリットが見込める場合が多い。例えば、図 3-9 の「ケース B」のように、職場に充電用コン

セントを 5 基設置し、10 台の EV・PHV が 10 年間片道 40km 通勤し、通勤にかかる電気代を

事業者側が負担する代わりに通勤手当の支給を取りやめた場合、従業員は通勤にかかるコ

スト負担は無く、事業者側は環境整備にコスト負担（5基分の充電器設置コスト及び電気代10

年間分）をしてもなお、1,000 万円以上のメリット（事業者負担減額と充電器への投資及び電

                                                  
37 大阪府等には、防災力が強化された共同住宅を認定する「防災力強化マンション認定制度」がある。 

現時点では、充電器設置は要件化されていないが、EV・PHV の防災機能を認めて要件化する自治体があれ

ば、有効な支援策となる可能性がある。また、V2H 機能付充電器を設置することにより、防災力の強化に

加えて、電力需要がピークとなる帰宅時に EV・PHV から共同住宅に電力を供給してピークカットを実現し、

契約電気料金の引下げや電力一括受電において最適なプランでの契約が可能となれば、居住者全体に電力

コスト削減のメリットが還元できる可能性がある。 

（大阪府：http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/bousairyokukyoka/） 
38 東京都江東区では、「江東区マンション等の建設に関する指導要綱」において、自動車駐車場を設置する

場合に充電設備を備えるよう努めるもの、と記載するとともに収容台数の１割以上の EV 用充電設備の設置

を目標としている。 
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気代負担額の差額）が生じる。このように通勤者数や通勤距離等の条件によっては投資メリ

ットが十分に見込める事業者が存在し、メリットを通勤者に還元できる可能性もある。従って、

職場充電の整備促進には、まずはこのようなメリットの事業者への周知を図ることが有効と考

えられる。税制上の取扱やベストプラクティス等を「職場の充電環境整備及び EV・PHV 利用

促進に関するガイドライン(仮称)」としてまとめ、国、自治体、自動車メーカー等が連携して関

係者に情報提供を図るべきである。 

さらに、例えば、省エネ法の指針に通勤の低炭素化・省エネ化の位置付けを検討したり、

充電器を設置するタイミングで事業者に EV・PHV 利用を促すなど、事業者が EV・PHV 通勤を

奨励する環境づくりを合わせて検討すべきである。 

 

■図 3-9 職場に充電器を導入した場合のメリット（試算） 

 ケース A ケース B 

通勤走行距離(km/日；片道) ※１ 12.5 40.0 

事業者の電気代負担額(円/月) 1,880 6,015 

通期手当の減額に伴う事業者負担減額(円/月) ※２ 5,220 18,385 

事業者負担減額（万円）※３ 626 2,206 

事業者投資及び負担額※３，４（万円） 554 1,050 

※1：電気自動車のスペックは、電池容量 24kWh、航続距離 160km(モード電費の７割)、電費 6.65km/kWh と仮定。 

※2：通勤手当として控除額の枠内(ケース A：7,100 円/月、ケース B：24,400 円/月)で通勤に掛かる電力コスト全額を

企業負担する場合。 

※3：EV・PHV を 10 台使用され、10 年間継続すると仮定。 

※4：コンセント（工事費用を含め 1 基 50 万円）を 5 基設置し、8 年間で償却すると仮定。電力契約基本料金は 1,300

円と仮定。 

経済センサス等に基づき作成 

 

④ 充電器の性能・利便性等の向上 

EV・PHV ユーザーが指摘する主な課題の一つに充電時間の長さがある。急速充電器であ

れば 30 分程度で蓄電池容量の約 8 割まで充電できる EV があるものの、ガソリン自動車が 3

分程度で燃料補給を終えることと比べれば、長いと言わざるを得ない。 

こうしたユーザーの意識を踏まえ、特に EV については一充電当たりの走行距離の大幅な

伸長が求められている。また、PHV についても電動走行距離は伸びる方向にあり、これに伴

い充電に要する時間がさらに長時間化することが想定される。そこで検討会においては、現

状の 大出力である 50kW を超える高出力の急速充電器の必要性を指摘する意見があった。

自動車メーカーや充電器メーカー、チャデモ協議会をはじめとする関係者も連携して対応を

検討しているところである。 

基礎充電については、現在は出力 3kW の普通充電が主流であり、例えば 24kWh の蓄電池

を搭載する EV なら 8 時間程度で充電できるが、蓄電池が大容量化すれば充電時間がさらに

長時間化する。日々の走行距離に変化がなければ、必ずしも基礎充電の大容量化は必要と
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ならないとも考えられるが、高出力化に向けた検討は進めるべきである。検討にあたっては、

普及促進の観点から、電力契約面についても考慮する必要がある。なお、充電器の高性能

化を進めるにあたっては、新旧の車両が長期にわたって混在する市場を想定した互換性の

維持が極めて重要となることに留意すべきである。また、操作方法についてもユーザーの混

乱が生じないよう配慮しなければならない。自動車メーカー、充電器メーカー等の関係者によ

る連携した対応が求められる。 

これまで各社で検討が進められてきた非接触充電については、技術は既に実用の域に達

している。各国の自動車メーカー、通信事業者、充電器メーカー等の間で電波の周波数やコ

イル形式の標準化、互換性確保に向けた取組が進展しつつあり、2020 年前後には普及の基

盤が整う見込みである。非接触充電は、所定の位置に停車するだけで充電できることからユ

ーザーの利便性向上に大きく貢献する可能性があり、また、将来的には走行中給電への展

開に期待する意見もある。 

 

（３） V2X 機能の活用 

EV・PHV は外部から供給された電力を大容量の蓄電池に貯蔵できることが特徴の一つで

ある。外部への給電機能を備えた車両もあり、放電機能付き充電器等を介すれば家庭や施

設に電気を供給することもできる。この特徴を 大限活用して EV・PHV の価値を高め、普及

促進につなげることが期待されており、官民協力した取組の継続が求められる。 

本検討会においても、EV・PHV の蓄電池としての価値に着目し、例えば①太陽光発電等の

再生可能エネルギーの導入にあたっての調整電源や②災害等の際の非常用電源としての

活用を通じて、EV・PHV のさらなる価値向上を図っていくべきとの指摘がなされた。 

EV・PHV から各家庭やビルに電力を供給するシステム（V2X 電力供給）は実用化の段階に

あり、2014 年 4 月には、屋内配線に給電を行う V2H(Vehicle to Home)と電気機器に直接給電

を行う V2L（Vehicle to Load）について、電気安全及び車両と接続機器の互換性を確保するた

めに、「電動車両用充放電システムガイドライン」が策定された。また、2015 年 8 月には（一

財）電気安全環境研究所において「V2H 用パワーコンディショナーの系統連系認証（電気自

動車等搭載蓄電池（直流接続型）用系統連系保護装置等の認証）」が開始されるなど、官民

あげて V2X 電力供給の普及に努めている。V2H については、現在は、車両から家庭への給

電時には電力系統と連系しないタイプが主流であるが、太陽光発電系統からの電力と EV・

PHV の蓄電池からの電力を 適に組み合わせて活用する系統連系タイプも市場に投入され

始めており、太陽光発電（10kW 未満）の固定価格での調達期間（10 年間）の終了後（2019 年

以降順次）には、平時におけるユーザーの経済的利益をより拡大するものとして今後の普及

が期待されている。 

 

① 再生可能エネルギーの導入促進 

時間帯や季節・気象条件等による出力変動の調整を担う手段の一つとして、家庭等が保
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有する EV・PHV に搭載されている大容量蓄電池を活用し、それによるメリットを何らかの形で

ユーザーに還元できれば、これは EV・PHV ならではの価値として普及促進への貢献が期待

できる。 

しかしながら EV・PHV は定置用蓄電池と異なり、充電器と接続していない間は蓄電池とし

ての機能は果たすことができないことから、調整力として機能するためには、個々の車両の

利用形態に依存しない大規模な仕組みの構築が必要である。 

我が国でも、これまで資源エネルギー庁の「次世代エネルギー・社会システム実証事業」に

おいて、V2H やデマンドレスポンスについて技術実証を行ってきた。今後は、EV・PHV や再生

可能エネルギーの普及状況、電力システム改革の動向等を踏まえて、技術実証の成果を社

会に実装していくための取組が求められる。取組は、関係業界と関係省庁の連携のもとに進

めるべきであり、例えば、本検討会が示した普及台数目標等も参考に、共同住宅等を対象と

して、電力会社-アグリゲーター-自動車メーカーの間で、VPP（Virtual Power Plant）の実現に

向けた具体的な連携の方法及びインセンティブのあり方を含むビジネスモデルの実証等の実

施が期待される。 

 

② 災害時の非常用電源と移動手段 

2011 年 3 月に発生した東日本大震災では、エネルギーインフラが復旧するまでの間、自動

車が移動手段としてのみならず、非常用の電源や暖房源として利用されていた事例があった。

EV・PHV は一般家庭の数日分に相当する電力の供給が可能である。車両への電力供給手

段に特別な設備を必要とせず、一般ユーザーによる利用が容易であること、また電力インフ

ラは他のエネルギーインフラよりも復旧が比較的早いことも、非常時においては重要な要素

である。EV・PHV の普及が拡大すれば、個々のユーザーの利益にとどまらない社会的な価値

を生み出すことが期待されることから、国や自治体等は、EV・PHVの導入促進等により、災害

対策を含めその価値をより積極的に活用すべきである。 

ただし、漠然と非常時に備えるというだけではユーザーがメリットをイメージすることが困難

であることから、災害時にどのような貢献が可能か、それによりユーザーや社会にどのような

利益が生じるのかをより明確にするとともに、国、自治体、自動車メーカー、住宅メーカー等

の関係者が連携し、共通の認識の下で情報提供や普及に努めていく必要がある。 

 

（４） 国際標準化 

EV・PHV の世界的な普及に向けて、充電器の規格は国際的な協調領域として位置づけ、

ユーザーの利便性や経済性を考慮しつつ標準化が進められるべきである。急速充電器や普

通充電器については、既に IEC（国際電気標準委員会）において 7 タイプの国際標準規格が

定められており、これらの普及を基本とした充電器整備が進められるべきである。 

急速充電器については、チャデモ規格の充電器がすでに全世界で 1 万基以上が整備され
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ており39、経路充電等に利用されている。今後、充電器の規格に関して EV・PHV ユーザーが

不利益を被ることのないよう努力するとともに、これからEV・PHVの普及が本格化する国につ

いては、国際標準に則った充電器の整備がなされるよう働きかけていく必要がある。 

今後、実用化及び市場導入が見込まれる非接触型の充電器や高出力の急速充電器につ

いても、性能や安全性、経済性といった点を考慮しつつ、国際的な EV・PHV の普及を見据え

た規格が標準化されることが望ましい。我が国は世界に先駆けて EV・PHV の普及に取り組

み、世界で も充実した充電インフラを有していることから、これまでの経験を踏まえたより良

い規格の策定に貢献することが可能である。我が国として ISO/IEC をはじめとする国際標準

の議論に積極的に参加し、EV・PHV のより一層の普及に貢献していくべきである。 

 

（５）自治体と連携した取組 

「パリ協定」を踏まえ、今後は、各自治体において「地球温暖化対策地方公共団体実行計

画」の策定が見込まれる。この機会に環境省が公表している計画策定マニュアルの改訂等を

通じて、自治体の温暖化対策の取組にEV・PHVの活用を盛り込みやすい環境をつくるべきで

ある。また、一部の自治体では、温暖化対策推進条例等に自動車通勤者の多い事業者の

EV・PHV の利活用を位置付けたり、観光地等の特定の地域・道路における EV・PHV 以外の

車両の流入規制等を規定したりするなど、地域の環境改善や観光促進に向けて、EV・PHV

の利用・普及促進に資する施策を推進する例がある（図 3-10）。また、海外でも HOV レーンア

クセス付与（米国カリフォルニア州）や渋滞税免除（英国ロンドン市）など自治体レベルで独自

の EV・PHV 普及促進策を展開している例がある（図 3-11）。こうした取組は EV・PHV タウン構

想推進検討会等を通じて広く自治体に事例紹介すべきである。 

 

                                                  
39 チャデモ協議会：http://www.chademo.com/pdf/10000.pdf 
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■図 3-10 自治体の主な取組事例 

自治体名 事  例 （ ）は取組を行う自治体 

北海道 

将来公用車の全てを EV・PHV を含む次世代自動車へ切り替えていく「エネルギー削減計画」を策

定。独自補助金の継続（札幌市）。 

自動車メーカーとタイアップし、大規模停電や災害時でも家電製品等が使用可能な例として、給電

デモを各地で実施（北海道）。 

新潟県 
マラソン大会の先導車等として、排気ガスを排出しない EV(公用車)を活用し、ＰＲ（柏崎市）。 

環境フェアで EV の給電機能で作ったポップコーンの配布や EV 試乗・展示会を実施（十日町市）。 

埼玉県 

自動車温暖化対策指針において、自家用自動車通勤者が多数の事業所を設置する事業者におけ

る通勤車両の利用をＥＶ・ＰＨＶを含む低燃費車利用を優遇すること、大規模集客施設においてＥＶ・

ＰＨＶを含む低燃費車利用者へのインセンティブを付与することやＥＶ充電器整備をうたっている（埼

玉県）。 

EV 普及の課題を解決し、持続可能な低炭素社会の実現を図る目的で「E-KIZUNA Project」を全国

の自治体や民間企業を巻き込んで展開。その他小中学校での EV 教室等も実施（さいたま市）。 

自動車販売会社と協定を結び、災害時に EV の派遣を受け、避難所運営に 低限必要な電力を確

保する仕組みを構築。また、災害時の電力供給協力に同意した EV・FCV 購入者にクーポン券を交

付（クーポン券の交付は平成 27 年度で終了予定）（鶴ヶ島市）。 

神奈川県 

県立施設有料駐車場におけるEV等車両の割引やEV等導入企業への融資制度、箱根におけるEV

シェアリング事業実施（神奈川県）。 

「横須賀 EV 創生 project」として、充電器メーカーの協力により、横須賀市内のマンションに充電器

を無償で設置（横須賀市）。 

静岡県 

伊豆半島におけるEV利用を促進し、環境にやさしいエコリゾートとして地域の魅力を発信すべく、①

EV 利用を促す環境づくり(観光施設等での料金割引やプレゼントなど優待を実施)、②旅館・ホテル

におけるＥＶの活用（送迎等の業務用車両にＥＶを活用）、③伊豆半島地域来訪者のＥＶレンタカー

利用の促進（レンタル料金を半額）、などを実施（静岡県）。 

富士山マイカー規制時の一部乗換駐車場料金が EV・PHV は割引（静岡県）。 

石川県 

白米千枚田「あぜのきらめき」点灯式でＥＶの電力供給を活用（輪島市）。 

世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」を活用した取組として、ＥＶ・ＰＨＶおよび公衆無線Ｌ

ＡＮ・スマートフォンの活用で能登におけるエコ観光を推進する「能登スマート・ドライブ・プロジェクト」

の実施（石川県）。 

愛知県 

EV・PHV の普及を推進するネットワーク体制の構築。独自の補助金と自動車税の課税免除措置の

継続。EV・PHV 等の導入や一般開放の充電器設置等が審査対象となる自動車エコ事業所認定制

度の実施。企業等による従業員用の充電インフラ整備を目指し「従業員向け充電設備整備促進ガ

イドライン」を作成。併せて、ＥＶ・ＰＨＶの「走る蓄電池」としての特長や外部給電機能の理解が進む

よう「ＥＶ・ＰＨＶ用充給電設備整備促進ガイドライン」を作成し、整備の利点や整備手法、補助制度

などを解説。大規模商業施設や自動車教習所等で展示会・試乗会を実施。「全国 EV・PHV 充電まっ

ぷ」による充電設備の情報発信。Facebook、Twitter 等の SNS による情報発信。（愛知県） 

岐阜県 

自動車販売店と連携し、奥飛騨・高山を目的地とした EV・PHV モニターツアーを実施。 

充電器が整備された道の駅を訪れた参加者には、スマホへ特典クーポンを発信。県ゆるキャラを活

用した EV・PHV の情報発信（岐阜県）。 

マイカー規制を実施している乗鞍スカイラインにおいて、環境保全と観光振興の両立を研究するた

めＥＶの乗り入れ実験・研究を実施（高山市）。 

関西広域連合 

EV・PHV 写真コンテストを毎年実施し、観光事業と連携した EV・PHV の普及促進の実施（関西広域

連合：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、鳥取県、京都市、大阪市、堺市、神戸

市）。 

京都府 
自動車税等の減免、府立高等技術専門校と連携し離職者向けの「EV エンジニア養成科」を開講、

京都 EV エコドライブラリーの実施（京都府）。 

大阪府 

『大阪府生活環境の保全等に関する条例』に基づき、自動車 NOｘ・PM 法の排ガス基準を満たさな

いトラックやバス等に関し、大阪府内への発着に関する規制（流入車規制）を行っているが、内燃機

関を有しないＥＶ・ＦＣＶについては、流入車規制の対象にならないようにしている（大阪府）。 

岡山県・鳥取県 
両県が連携して平成 26 年度は EV を、平成 27 年度は PHV も対象にした「EV・PHV エコドライブグラ

ンプリ」を開催し、県内外に EV・PHV の優れた走行性能と両県の充電インフラ環境を情報発信。 

自治体へのヒアリングを参考に作成 
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■図 3-11 海外の自治体の主な取組事例 

自治体名（国） 事      例 

カリフォルニア 

（アメリカ） 

EV・PHV は、HOV レーン（High Occupancy Vehicle レーン：複数乗車車両に限り通行できる専

用車線）の利用が可能。 

ロンドン 

（イギリス） 
EV・PHV は、渋滞税（市内中心部への乗り入れ料金）が無料。 

オスロ 

（ノルウェー） 
EV は、バス専用車線の利用が可能。 

北京 

（中国） 
EV は、ナンバープレート取得制限が免除。 

ロッテルダム 

（オランダ） 

EVは、車齢10年以上のディーゼル車からの買換え時にスクラップインセンティブ（€6,500）を支

給。 

メキシコシティー 

（メキシコ） 
EV・PHV は、ノードライビングデー規制の適用が免除。 

マドリッド、バルセロナ 

（スペイン） 

EV・PHV は、市営駐車場が無料（マドリッド、バルセロナ） 

EV・PHV は、主要高速道路料金が無料（バルセロナのみ） 

各国の自治体ホームページ等を参考に作成 
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４．おわりに 

 

我が国は、エネルギーセキュリティの向上や CO2 排出削減、自動車産業の競争力強化の

観点から、EV・PHV について 2030 年に向けた野心的な目標の達成に全力を挙げなければな

らない。本検討会では、この目標達成に向けて確実に前進するため、まずは 2020 年の EV・

PHV の普及目標とそのインフラとなる充電器の基数の見通しについて議論した。「2020 年に

100 万台」は極めて挑戦的なものであり、個々の努力だけでは達成困難なものであるが、

FCV 同様に EV・PHV においても我が国が世界をリードするためには、官民が連携して目指す

べき目標との見解が共有された。 

目標達成に向けてなすべきことは多い。EV・PHV 普及の基盤となる充電器の整備は引き

続き 重要テーマの一つである。公共用充電器については、EV・PHV の潜在ユーザーの掘

り起こしに向けて 適な整備を進めるべきであり、国、自治体、民間がこれまで以上に連携し

て取り組む必要がある。また、基礎充電が共同住宅や職場に幅広く普及することは、EV・

PHV ユーザーの拡大に大いに貢献することが期待できる。とくに、これまでほとんど実績のな

かった既設の共同住宅への充電器整備の促進を目指し、関係者の緊密な協力体制の構築

よる新たな取組の開始が今、求められている。 

本検討会で示された方針を踏まえ、今後、官民がスピード感を持って連携した取組を展開

し、2020 年の目標達成とその先の 2030 年に向けた展望が開けることを期待する。 
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