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次世代自動車について

1 次世代自動車普及の背景

　平成20年7月のサミットで議長国を務めた我が国は、サミット終了後、化石エネルギーに依存

した現在の社会から脱却し、「低炭素社会づくり」を進める行動計画を閣議決定しました。

この計画には世界全体へ働きかけること、国や企業が取り組むべきこと、私たち一人一人が取

り組むべきことが盛り込まれています。　

　低炭素社会づくり行動計画では、低炭素社会を目指し、2050 年までに世界全体で温室効果

ガス排出量の半減を実現するために、日本としても2050 年までの長期目標として、現状から

60 ～ 80％の削減を行うことを目標に掲げています。

　また、低炭素社会を目指し、長期目標を実現するために重要な革新的技術開発の推進及び

既存先進技術の普及促進を行うこととし、既存先進技術の普及の一つに「次世代自動車の導

入」が、以下のように記載されています。

　我が国の自動車産業の技術力・競争力の強化にもつなげつつ、排出量のうち約２割を占める

運輸部門からの二酸化炭素削減を行うため、現在、新車販売のうち約50 台に１台の割合であ

る次世代自動車（ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池

自動車、クリーンディーゼル車、CNG 自動車等）について、2020 年までに新車販売のうち２台

に１台の割合で導入するという野心的な目標の実現を目指す。

　具体的には、費用の一部支援などの導入支援の充実による初期需要の創出や電気自動車、

プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車の基盤技術である次世代電池や燃料電池等の

技術開発による高性能化や低価格化（2015 年までに次世代電池の容量を現状の1.5 倍、コス

トを７分の１、2030 年までに容量を７倍、コストを40 分の１にすることを目指す）を進めるととも

に、電池切れの不安感を解消するため、急速充電設備（例えば、家庭充電で約７時間の充電

時間を急速充電では約30 分程度に短縮可能）を含む充電設備等のインフラ整備、高度道路

交通システム（ITS）の推進などの交通流対策、クリーンディーゼル車のイメージ改善や普及促

進等の統合的な取組、次世代低公害トラック・バス等の実用化促進等を進める。

（全国地球温暖化防止活動推進センターより）
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2 次世代自動車とは

　次世代自動車は、窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない、

または全く排出しない、燃費性能が優れているなどの環境にやさしい自動車です。

具体的には、ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、

クリーンディーゼル車、CNG 自動車等になります。

3 次世代自動車の種類としくみ

（1） ハイブリッド自動車

　複数の動力源を組み合わせ、それぞれの利点を活かして駆動することにより、低燃費と

低排出を実現する自動車です。

　現在、各社で開発、市販されているハイブリッド自動車の多くは、ガソリンやディーゼル等の

内燃機関（エンジン）と電気や油圧等のモーターの組み合わせとなっており、特に乗用車クラス

での開発・市場投入が急速に進んでいます。

　現在のハイブリッド自動車は、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンの効率の良い状態での

運転をできるだけ維持するため、小型で必要最小限の能力のエンジンを搭載し、エンジンの

効率低下を招く要因と不足する走行性能をモーターで代替もしくは補助して走行するとともに

減速、制動時の回生エネルギーを回収し、駆動用エネルギーとして再利用することで、低燃費

と低排出ガスの実現を図るという基本的な考え方に基づいています。

　ハイブリッド自動車は、動力源の働き方により、大きくシリーズ方式、パラレル方式、

シリーズ・パラレル方式（スプリット方式）の３つの方式に分けられます。　
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○ シリーズ方式

　基本的にはエンジンで発電機を駆動し、発電電力でモーターを駆動することにより走行します。

エンジンでは走行しない構造となっています。発電電力の一部と回生エネルギーは、バッテリー

に充電され、発進、加速、登坂など大きな電力が必要な時は、バッテリーからの供給電力と

発電電力の併用でモーターを駆動します。このため、エンジン自体は小型なもので十分となり、

高効率な運転が維持されます。

○ パラレル方式

　基本走行はエンジンですが、発進、加速、登坂など大きなトルクが必要な時、モーターが

トルクアシストを行います。モーターを駆動させる電力は、バッテリーから供給されますが、

バッテリーに充電される電力は、減速、制動時にモーターが発電機となり、回生エネルギー

を電力として回収したものです。

○ シリーズ・パラレル方式

　スプリット方式とも呼ばれます。基本的な構造はパラレル方式ですが、専用の発電機を有し、

エンジンは走行しながら発電も行います。走行状態に応じ、エンジン単独走行、エンジンと

モーター併用走行、モーター単独走行に切りかわり、最適な動力源を選択して燃費向上を

図ります。減速、制動時は他方式と同様、モーターが発電機となり、回生エネルギーを

電力として回収し、バッテリーに充電します。
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（2） プラグイン・ハイブリッド自動車

　プラグインハイブリッド自動車は、ハイブリッド自動車に対し、家庭用電源などの電気を

車両側のバッテリーに充電することで、電気自動車としての走行割合を増加させることが

できる自動車です。
　

（2）-1 主要部品について

　○ インバーター

　　ハイブリッド・バッテリーの直流電力を周波数などを制御した交流電力に変換する装置。

　○ コンバーター

　　ハイブリッド・バッテリーのＤＣ約２００ＶをＤＣ１２～１４Ｖへ変換し、補機駆動用及びコン

　ピュータ電源などに使用します。昇圧コンバータを採用し、ハイブリッド・バッテリー電圧を

　５００Ｖまで昇圧してモーター、ジェネレータを高電圧で駆動することで、モーターの高出力

　化を図っている。

（2）-2 ハイブリッド、プラグイン・ハブリッド車のメリット

　①インフラを整備する必要がない。

　②アイドリングをストップすることが出来る。

　③低速トルクに優れる電気モーターを使用することにより、効率の良い発進・加速が出来る。

　④減速時に運動エネルギーをモーターより発電して回収することで充電が出来る。

　⑤外部電源などから夜間にバッテリーに充電して、モーターのみで走行できる距離を伸ばす

　　 ことにより、ＣＯ2の排出をなくすことが出来る。

（2）-3 ハイブリッド、プラグイン・ハブリッド車のデメメリット

　①有害物質の排出量は削減出来るが、システムを製造や廃棄する時に発生する排出量は

　 　システムを搭載しない車両よりも多くなる。

　②ガソリン車よりも車体が重くなる。

　③部品数が増えることでシステムが複雑になる。

　④静かすぎることで接触事故等が起きやすい。

　⑤エンジン使用時はＣＯ2排出量がゼロにならない。
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（3） 電気自動車

　電気自動車はバッテリー（蓄電池）に蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車です。

このため、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどを搭載した通常の自動車と比べ構造が

大変簡単であり、部品数が少なく、部品自体も小型化できるため、自動車自体の小型化も

比較的容易です。自動車からの排出ガスは一切なく、走行騒音も大幅に減少します。

　電気を作る際に排出されるNOx やCO2 排出量は電源構成によるところとなり、化石燃料

由来の電力の比率が高まる程NOx やCO2 排出を伴いますが、通常の自動車より大幅に

少なくなります。

　太陽光発電等の再生可能エネルギーによる充電であれば、NOx、CO2 とも排出量ゼロと

いうことになります。

　電気自動車の開発の歴史は、専らバッテリーの性能向上に費やされてきました。

鉛電池からニッケル水素電池に変わり、近年では、ニッケル水素蓄電池に比べエネルギー

密度が高く、性能劣化も少ない高性能なバッテリーである自動車用リチウムイオン電池が

多くの自動車メーカーと電池メーカーで共同開発され、実用化に至りました。

その自動車用リチウムイオン電池を搭載した次世代の電気自動車の開発が各社で進められ、

2009 年より国内メーカーによる本格的な量産・市場投入が開始されています。

（3）-1 主要部品について

　○ バッテリー

　　電気を蓄える装置で、鉛電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池が実用化されて

　います。ニッケル水素電池、リチウムイオン電池は鉛電池よりエネルギー密度、寿命が

　優れています。

　○ モーター

　　電気を使用して車輪を回転させる装置で、直流電動機と交流電動機が使用されています。

　最近の電気自動車は小型軽量で、エネルギー効率のよい交流電動機が使用されています。

　交流電動機でも永久磁石型同期電動機が主流です。

　○ コントローラー

　　アクセルペダルと連動し、電池から供給される電気エネルギーを調整して、モーターの出力

　をコントロールする装置です。交流電動機搭載の場合は直流を交流に変換するインバータ

　ーも内臓されています。
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（3）-2 電気自動車のメリット

　①走行時にＣＯ2やその他の排気ガスを出さない。

　②騒音が少ない。

　③安価な夜間電力などを活用すれば節約出来る。

（3）-3 電気自動車のデメメリット

　①1回の充電あたりの航続距離が短く、長距離走行に向かない。

　②搭載するリチウムイオン電池のコストが高く、本体価格も高価になる。

　③受電のためのインフラがまだ整っていない。

（4） 燃料電池車

　燃料電池自動車は、車載の水素と空気中の酸素を反応させて、燃料電池で発電し、その

電気でモーターを回転させて走る自動車です。

　各社で開発が進められている燃料電池自動車の燃料は、気体水素が主流ですが、その他に、

液体水素、気体水素に改質可能な天然ガス、メタノール・エタノール、ガソリン・軽油等の炭化

水素、水加ヒドラジンなども燃料として利用することができます。直接水素を燃料とする場合、

排気されるのは水素と酸素の化学反応による水のみです。太陽光やバイオマスなど、

クリーンで再生可能なエネルギーを利用して水素を製造することにより、地球温暖化防止に

貢献することもできます。

　燃料電池自動車は、燃料電池の発電自体の効率の高さもさることながら、ガソリンエンジン

やディーゼルエンジンのように部分負荷運転での極端な効率の低下がないため、ガソリン

エンジン車やディーゼルエンジン車と比べて非常に高いエネルギー効率を有しています。

　実際に燃料電池自動車を評価する場合は、燃料とする水素が何から製造されているか、

水素製造に係る効率はどのくらいか、二酸化炭素（CO2）排出量はどれくらいか、などを考慮

して、環境影響を検証する必要があります。また、今後の市販・普及に当たっては、技術面

では、耐久性・信頼性の確保に加え、部品点数が多く、高価な材料も多用していることから、

コストダウンが最も重要な課題となっています。また、2014 年の燃料電池自動車の市場導入

と2015 年の水素ステーションの導入（4 大都市圏を中心に100 箇所）に向けた取組が行わ

れています。
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（4）-1 主要部品について

　○ 燃料電池（トヨタ：ＦＣスタック）

　　水素と空気中の酸素の化学反応を利用して電気をつくる発電装置です。

　水素を燃料電池の水素極に供給、また空気（酸素）を空気極に供給することにより、電気を

　発生させます。

　○ 高圧水素タンク

　　最新のタンクは、水素を封じ込めるプラスチックライナーに、耐圧強度を確保する炭素繊

　維強化プラスチック層、表面を保護するガラス繊維強化プラスチック層の三層構造を採用

　しています。さらに、炭素繊維強化プラスチック層構成の革新により軽量化。

　70MPaの高圧水素タンクが搭載されています。（タンク貯蔵性能5.7wt%：トヨタ・「ＭＩＲＡＩ」）

（4）-2 燃料電池車のメリット

　①電気自動車よりも航続距離が長い。

　②電気自動車と異なり、充電が必要ではない。

　③地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出しない。

　④ガソリン車と比べて2倍以上のエネルギー効率を誇る。

　⑤走行時に排出するのは水（水蒸気）だけなので、環境に優しい。

　⑥一酸化炭素や浮遊粒子状物質（PM）などといった有害なガスを排出しない。
　⑦燃料となる水素は、ガスや石油やバイオマスなど様々なものから製造できる

（4）-3 燃料電池車のデメリット

　①燃料電池そのものの価格が高い。

　②水素の貯蔵や搬送に高いコストがかかる。

　③ガソリン車ほどの航続距離は実現していない。

　④走行時の音が静かすぎる（歩行者に気付かれにくい）。

　⑤水素を補給するための水素ステーションの整備が求められる。

（5） クリーンディーゼル車

　「ポスト新長期規制」という排出ガス規制の基準に適応する、粒子状物質（PM）や窒素酸化

物（NOX ）の排出量が少ないディーゼル車。

　従来のディーゼル車といえば、黒煙を出しながら走り、騒音も大きいといったイメージから、

「環境に悪い」というイメージが大きいでしょう。しかし実は、ガソリン車よりもディーゼル車の

方が燃費が良く、CO2排出量も少ないという面があり、優れた環境性能を持っています。

さらに、新しい燃料噴射システムである「コモンレールシステム」によって、排気ガスや騒音な

どの従来のデメリットが克服され、新たにクリーンディーゼルとして生まれ変わり、環境保護に

敏感な欧州ではエコカーとして普及が急速に進んでいます。

　日本でも、CO2削減の観点から、クリーンディーゼルは次世代自動車の一つとして認定され

ており、購入できる車種も徐々に増え、今後の普及拡大が期待されています。
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（5）-1 主要部品について

　○コモンレールシステム

　　サプライポンプで高圧にした燃料をレール(蓄圧室)内に蓄え、ECU制御のもとにタイミング

　よくインジェクタから各気筒に適切な噴射量を噴射するシステムです。

　高い燃料噴射圧力により、燃料を微粒にしますので、燃料の粒が小さくなり中心部の燃え
　残りがなくなり粒子状物質の発生を抑えます。

（5）-2 クリーンディーゼル車のメリット

①燃焼効率がいい！(ガソリンエンジンより21～23%高い)。

②CO2(二酸化炭素)の排出量が少ない。

③トルクがあり力強い。

④燃料代(軽油)が安い。

⑤耐久性が高い。

（5）-3 クリーンディーゼル車のデメリット

①PMやNOxなど有害物質が発生する。

②製造コストが高くなる。

③古いディーゼル車の悪いイメージが根強い。

④振動や音がガソリン車に比べて大きい。

（6） 天然ガス自動車

　天然ガス自動車は、家庭に供給されている都市ガスの原料でもある天然ガスを燃料として

走る自動車です。なかでも天然ガスを気体のまま20MPa まで圧縮して高圧ガス容器に貯蔵し、

それを燃料とする圧縮天然ガス（CNG）自動車が世界的に最も普及しています。

日本でもこのタイプの普及が進められていますが、燃料供給用のインフラとして天然ガス供給

ステーションの整備が必要になります。
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　天然ガスは、ガソリンと特性が似ており、エンジンもガソリンと同様、プラグ点火式のオットー

サイクルなので、既存のガソリンエンジンの燃料供給系統と燃料噴射制御系統を多少変更

することにより、そのまま使用することができます。ガソリンよりオクタン価が高いため（レギュ

ラーガソリン約90 オクタン、天然ガス約130 オクタン）、圧縮比を上げることにより従来のガソ

リンエンジンよりも高効率化を図ることが可能であり、また、優れたアンチノッキング特性を生

かしてトラックやバス等で用いられているような大型のエンジンにも適用することができます。

　ディーゼルサイクルの圧縮着火式エンジンでは直接燃料として使用することができないため、

ディーゼル代替として使用するときは、ディーゼルエンジンに点火系統や燃料噴射制御系統

の追加、燃料供給系統の交換、圧縮比の変更などの大幅な改造を行う、もしくは、ガソリン

エンジンに載せ替える、などの大がかりな対応が必要となります。

　天然ガスは、硫黄分などの不純物を含まないクリーンなエネルギーのため、排出ガスの

浄化が容易で、黒煙も出ません。さらに、ガソリンエンジン用の三元触媒が使用できるように

なるため、NOx もガソリンエンジン並みに少なくなり、大気環境の改善に大きく貢献できます。

また、CO2 排出量についても、ガソリン車より2 ～ 3 割少なくなります。

（5）-1 主要部品について

　○ レギュレータ

　タンクより出た20MPaのガスを所定の圧力（０．４ＭＰａまで減圧制御する弁です。

（5）-2 天然ガス自動車のメリット

　①天然ガス自動車はCO2、NOxなどを大幅にカット。黒煙や硫黄酸化物は発生しません。

　②ガソリンスタンドと同じように天然ガススタンドで補給ができます。

　③燃料代が比較的安価である。

（5）-3 天然ガス自動車のデメリット

　①車両価格が同一ガソリン車に比べて高価である。

　②天然ガススタンドのインフラが進んでいない。

⑩



4 次世代自動車の周辺施設について

（1） 充電設備

　電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHV）の普及は、地球温暖化の防止につなが

る次世代のクルマとして期待されています。しかし、その普及にはガソリン車に給油が必要で

あるように、電気を給電する充電インフラの整備が必要です。

EV/PHVの立ち寄る商業施設や滞在する観光地への充電インフラの整備により、近年より多く

の充電スタンドが自動車販売店やショッピングモール、ホテルや旅館などに設置されています。

　○ 急速充電スタンド

　速充電スタンドとは、短時間での充電を可能にする急速充電機能を利用した装置です。

電源は3相200Vを使用し、出力50kWの充電器が一般的です。5分間で40km程度走行可能な

充電ができます。

　○ 普通充電スタンド

　普通充電スタンドは単相AC100VまたはAC200Vにより充電を行う装置で、急速充電設備と

比較して充電に長い時間を要しますが、比較的安価に設置が可能です。

30分間で10km程度走行可能（200V）な充電ができます。
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（2） 水素ステーション

　水素ステーションは燃料電池自動車に水素を供給する設備です。水素ステーションには現在

2つの方式があります。

　○ オフサイト型

　ほかの場所で製造した水素をステーションまで運んできて水素タンクに貯蔵しておき、そこか

ら直接燃料電池車に充填するシステム。水素のソースには、食塩電解やエチレン分解、コーク

ス炉ガスなどから発生する副生水素ベースと、天然ガス改質など改質水素ベースの2通りが考

えられます。水素ステーションにおいては改質の必要がないため、システムの立ち上げが早い

ことが特長です。

　○ オンサイト型

　水素ステーションに天然ガス（NG）、ＬＰガス、メタノール、ＧＴＬ、脱硫ガソリン、ナフサ、水

などの出発燃料を貯蔵しておき、ステーションで改質し水素を取り出しながら燃料電池車に

供給するシステムです。既存の燃料を使えるため貯蔵が容易であることが特長ですが、シス

テムの立ち上げに時間がかかります。各種の原料からのステーションが実証試験中です。 

（岩谷産業株式会社ＨＰより）
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（2） 天然ガススタンド（急速充填設備）

　天然ガススタンドは、ガソリンスタンドと同様に、小型車であれば数分で天然ガスを充填可

能で、一般車両へガスを充填・販売します。エコ・ステーションや天然ガススタンドという名称

で呼ばれており、都市部を中心に全国で約320箇所整備されています。また、バスやトラック

等を多く保有する事業所の自家用設備として導入している場合もあります。

（東京ガスＨＰより）
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Ｉ Ｔ Ｓについて

1 ＩＴＳ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ：高度道路交通システム）

IT (Information Technology) を利用して道路と車を通信で結び、安全で快適な交通移動や

輸送効率の向上に寄与する一連のシステムを示す。

2 ＩＴＳ（高度道路交通システム）を活用したシステム

１.　ナビゲーションシステムの高度化

　　道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ：Vehicle Information and Communication System）

２.　自動料金収受システム

　　電子料金収受システム（ＥＴＣ：Electronic Toll Collection System）

３.　安全運転の支援

　　高速道路運転支援システム（ＡＨＳ：Assist Highway Systems）

　　交通安全支援システム（DSSS:Driving Safety Support Systems）

　　先進安全自動車（ASV: Advanced Safety Vehicle）

４.　交通管理システム

　　新交通管理システム(ＵＴＭＳ：Universal Traffic Management System）

５.　公共交通支援システム

　　公共車両優先システム（PTPS; Public Transportation Priority System）

　　交通需要マネジメント（ＴＤＭ：Transportation Demand Management）

　　電波磁気誘導式のバスシステム（IMTS：Intelligent Multimode Transit System）

　　デマンドバス

　　パークアンドライド

６.　商用車の効率化システム

　　共同配送

　　ロケーション管理システム

７.　歩行者等の支援システム

８.　緊急車両の運行支援システム

９.　道路管理支援システム

⑭



3 ナビゲーションを利用した取り組み（長崎県）

ＥＶ・ＰＨＶをさらに連動させた、“ＥＶ用観光ナビ”の標準化で未来型ドライブ観光システムの

構築。

「長崎県ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」の主要プロジェクトとして、世界遺産候補を有する五島地域に

おいてＥＶ（電気自動車）等とＩＴＳが連動した未来型のドライブ観光システムを実現。
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