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本日の内容

◆ 電動車の種類／世界の動向

◆ 日本で購入できるEV車の紹介

◆ EV車の特徴について

◆ 中国の電動車事情



電動車の種類

分類 呼び名 動力源 エンジン
走行時CO2
削減効果

価格

ＩＣＥ ガソリン車／ディーゼル車 燃料のみ あり 基準

ＨＥＶ
ハイブリッド車

（エンジン＋モーター）
燃料のみ あり +～＋＋

ＰＨＥＶ プラグインハイブリッド車 燃料＋外部充電 あり ＋＋＋

ＲＥＶ
レンジエクステンダー型

ハイブリッド車
外部充電＋燃料 あり ＋＋＋

ＥＶ 電気自動車 外部充電 なし ＋＋＋＋

FCV 燃料電池車 水素 なし ＋＋＋＋

安

高



人間が地球を温暖化させ、海洋、氷、陸域に
「広範かつ急速な」変化をもたらしたことは

「疑う余地がない」

2021年8月 国連の「気候変動に関する政府間パネル」
（Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC）

地球温暖化

出展 https://mainichi.jp/articles/20210809/k00/00m/030/210000c

カーボンニュートラルの早期達成がより強く求められている



世界各極の動向

EU
2035年以降すべての新車がZEVになる可能性あり

各国が2030年以降のエンジン車販売禁止を打ち出している

アメリカ
バイデン政権への交代で、脱炭素社会に向けた政策変更が活発化

2030年に発売される新車の50％をBEV、PHEV、FCVとする大統領令発令

中国
2060年のカーボンニュートラル達成を政府目標として発信

China-SAEによるロードマップ2.0では中期的にBEVとHEVの拡大を提案

日本
菅内閣が2050年カーボンニュートラルを宣言

2035年での100％電動化（軽含む）にむけた電動化を加速



車両の電動化とCO2

モータ効率：約90％

エンジン熱効率：約40％

ガソリン

再生可能
エネルギー

風力

原子力

水力 地熱 太陽光

火力
炭素強度：大

炭素強度：小

炭素強度：中

電気

車両の電動化＋発電CO2フリー化
の並行推進が必要

76.3％

19.8％

3.9％

2020年
日本
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世界の電動車の普及状況

2021年 世界EV販売 650万台 9％
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https://blog.evsmart.net/ev-news/electric-vehicle-sales-in-europe/
Evスマートブログ

https://blog.evsmart.net/ev-news/electric-vehicle-sales-in-europe/


◆ 電動車の種類／世界の動向

◆ 日本で購入できるEV車の紹介

◆ EV車の特徴について

◆ 中国の電動車事情

出典：https://bestcarweb.jp/（ベストカーWEB）
：各社HP

https://bestcarweb.jp/


日本で購入できるEV車（日本車）

日産 リーフ（332万6400円～）航続距離322km
航続距離458kmのe+の設定あり

日産 アリア（660万円～）航続距離(450km～610km)
2WD(FF)と4WDそれぞれに2グレードを設定

ホンダ ホンダe（451万円～） ラインナップは
標準(130ps＆283km)／アドバンス(153.6ps259km)

マツダ MX-30 EV（451万円～）
スペックは145.5ps＆256km、3グレードを設定



日本で（もうすぐ）購入できるEV車（日本車）

レクサス UX300e（580万円～） 航続距離367km
レクサス初のEV。 バージョンCとバージョンLを設定

スバル ソルテラ（発売前） トヨタと共同開発
スバルらしい4WDの走りに期待、航続距離は同等と予想

日産＆三菱 新型軽EV（発売前） 写真は2022年
オートサロンで発表の「三菱 K-EV コンセプト X Style」

トヨタ ｂZ４X（発売前） スバルと共同開発
航続距離（FF:500㎞前後、4WD:460㎞前後）



日本で購入できるEV車（TESLA）

テスラ モデルS（1069万9000円～）ラージセダンのEVで
680ps＆652kmのロングレンジと1033ps＆628kmのPlaidを設定

テスラ モデル3（494万円～）航続距離547㎞～689㎞
上海工場が稼働したことで、日本の価格が大きく下がった

テスラ モデルY（日本未発売）
モデル３のSUV版といえる位置づけのクルマ。世界で人気

テスラ モデルX(1169万9000円～)モデルSのクロスオーバー
航続距離580kmと547kmを設定。リアドアはガルウイング



日本で購入できるEV車（ドイツ車）

メルセデス・ベンツ EQA（640万円）航続距離422km
GLAをベースにしたFFのミドルクロスオーバー

アウディ e-tron 50（933万円～）
ラージSUVのQ7のEV版存在、312.7ps＆335km

BMW i3（505万円～） 2013年デビューのEV
スペックは170ps＆360km。レンジエクステンダーの設定もある

ポルシェ タイカン(1203万円～) 航続距離354～431km
ラージセダンで、標準、4S、ターボ、ターボSの4グレード設定



日本で購入できるEV車（ほか欧州車）

ジャガー I-PACE（976万円～）
スペックは400ps＆438km。エアサス仕様の設定もある

プジョー e-208（396万1000円～）
人気コンパクト208のEV仕様 航続距離403km

ボルボ C40（599万円） 航続距離：420km
XC40をクーペルックとした、4WDとなるEV専用車

DS DS3クロスバックE-TENSE（534万円）
DS3クロスバックのEV仕様で、航続距離は398km



良いところ 心配な点

◆ 静粛性が高い

◆ 振動が少ない （疲れにくい）

◆ 加速・走りが良い

◆ ランニングコストが安い（電気代＜ガソリン代）

◆ 日常のメンテナンスが少ない・安い

◆ スタンドに行かなくてよい
（自宅・職場等で充電できれば）

◆ 航続距離が短い

◆ 充電する場所が少ない

◆ 充電に時間が掛かる

◆ 価格が高い

◆ バッテリーの劣化（航続距離の減少）

◆ 冬場の航続距離減少

電気自動車の一般的な特徴



EVは加速・走りが良い

315N・ｍ
＠０～2000rpm 1510kg

240N・ｍ
＠2000～5000rpm

1520kg～

◆ 同出力におけるトルクカーブ比較（イメージ）

トルク X 回転数＝出力(馬力)

モーターは０回転から
最大トルクを発揮！

一般走行

Honda e CR-V

出典：https://www.ipros.jp/technote/basic-transmission/



公共充電スポット（SA・急速充電）

https://ev.gogo.gs/電気自動車（EV）充電スタンド情報サイト GoGoEV



ガソリンスタンド数の推移

出典：経済産業省資源エネルギー庁

1990 2000 2010



◆ 電動車の種類／世界の動向

◆ 日本で購入できるEV車の紹介

◆ EV車の特徴について

◆ 中国の電動車事情

出典：汽车之家 (autohome.com.cn)

：各社HP

https://www.autohome.com.cn/guangzhou/#pvareaid=3311664


ロードマップ2.0

出典：https://biz-part.com/

PHEV／BEV
FCV

HEV

China-SAE 2020年10月27日発表
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中国の電動化の状況

万台

出展：https://www.sbbit.jp/

長安汽車

奇瑞汽車

広汽集団（広汽新能源）

BYD

BYD

BYD

BYD

小鵬汽車

雷丁汽車

上汽通用五菱

TESLA

291万台
11.1％

EV販売台数（乗用車） PHEVは 60.3万台販売 ＞ 新エネ車比率 13.4％



中国のEV車紹介

宏光MINI（2.88～4.86万元）航続距離120㎞/170㎞
「人民的代歩车」として爆発的に売れている。

AION S（14～18万元）航続距離410～510km
AIONシリーズは広州市のタクシーに多く使用されている

小鵬P7（22～41万元）航続距離480～706km
スタイリッシュなセダンで新興OEMの中でも人気が高い

長城汽車 ORA好猫（12～15万元）
航続距離 401/501㎞ 女性客ターゲットのグレードを設定



中国の電動化普及

AION Vのタクシー
公共車の電動化が早いです

上海のEVバス（これは架線式）
会社の通勤バス（広州）もEVです

2021年10月国慶節のニュース映像
インフラ整備の促進が期待されています

NIO のバッテリー交換ステーション
21年12月時点 700か所以上

東風本田 e:NS1                              広汽本田 e:NP1
もうすぐ発表発売です



本日のまとめ

地球温暖化を阻止する為に、車両の電動化と発電のCO2フリー化を
世界一丸となって並行かつ急速に進める必要があります

EVになっても、クルマ本来の楽しさや便利さが減ることはありません
日本もEVが増えていくので、次のクルマ選びはぜひEVも選択肢に
入れてみてもらえたら、と思います

P.S エンジン車の楽しさも忘れないで頂けると個人的に嬉しいです


