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電気自動車の時代～2020年へのプロローグ～

進化する自動車
2020年に地球上を走る車は15億台。現在の160%増という。
そこで懸念されるのがガソリンの枯渇と CO2の排出だ。
私たちは今後10年で、移動スタイルを見直す必要に迫られている。
その有力な手立てのひとつが、電気自動車の導入である。
果たして電気自動車の普及は進むのだろうか？　そしてその使い勝手は？　
電気自動車の現在と未来をレポートする。

エンジン？ それとも電気？？



　「ある時ファミレスの駐車場に
『前向き駐車にご協力ください』っ
てあるのをみて、自動車の排気ガ
スってそんなに悪いんだ、と気付い
たんです」
　日産リーフのオーナー、中村さつ
きさんは、環境問題に関心を持っ
たきっかけをこう話す。
　「その後、電気自動車のニュー
スがテレビで流れ、その場にいた
家族全員で、『次はEVにしよう！』
と盛り上がったんです。何しろCO2

を出さないところがいいと。それで
2009年の11月に予約しました」
　車庫に充電装置を設置する工
事も知り合いの工務店に頼み、6
万円程度で済んだ。そして、2011
年2月に待ちに待ったリーフがやっ
てきた。思った以上に大きいと感じ
たがすぐに慣れ、以来、大のお気
に入りに。
　「通勤や仕事で毎日乗っていま
す。月に1000キロは走りますね。
私はそもそもエコ運転なのですが、
それでもガソリン車の時に比べ、燃
料代は4分の1になりました」
　ちなみに中村さんの今年4月の
走行距離は1065.4Km。電力の
使用量は121.8kWh。電気料金

（※1）は2 9 3 9 円である。これを
ガソリン車に置き換えると、燃料代

（※2）は12784円になる。毎月1

万円程度が浮く計算だ。

　電気自動車の最大の弱点は航
続距離。日産リーフの場合、フルに
充電して200kmがマックスだ。こう
した制約があるため、中村さんは以
前より走行距離が減ると思ってい
た。だが実際は増えたので驚いた
という。
　「電欠で立ち往生するのが恐い
ので、遠出をしなくなると思っていた
んですね。でも運転するのが楽しく
なったのです」
　振動が少なく、何よりカーブが楽
だ。ハンドルを切った方にすぐ曲が
るので、コーナーでふくらまない。郊
外で信号待ちしているときには、鳥
の囀りも聞こえてくるほど、とても静
か。しかもエコだから、心からドライ
ブを楽しめると話す。
　但し、長い距離を走るならどこか
で充電する必要がある。イメージ程
度でも走行計画が欠かせない。
　「遠出するときは予めルートを一
筆書きに設定します。困るのは急
なスケジュール変更が出来ないこ
とですね。うっかり忘れ物をしても、
簡単には引き返せません。横浜に
行ったときは（自宅は埼玉県熊谷
市）片道100kmの道程なので、日

産のお店で一度充電しました」
　日産の販売店の多くには充電
器の備えがある。一部で24時間
対応も始まっているが、現状ではほ
とんどの店舗で定休日はアウト。営
業日も19時で閉まってしまう。充
電設備は高速道路のSAやガソリ
ンスタンドで普及が進んでいるが、
色々なツールを使ってルート上の
給電情報の確認が欠かせない。
　スマートフォンを介してリーフと繫
がることも便利だ。エアコンを起動
したり、充電を開始することが離れ
ていても簡単にできる。
　「冬はエアコンを毎朝7時40分
にセット。夏は炎天下に止めておい
ても、乗り込む少し前にエアコンを
作動させれば快適です」
　電気自動車もクルマに変わりな
いのだが、そうは言っても使い方な
ど心配な人も多いに違いない。で
も、それは杞憂と中村さんは笑う。
　「乗り始めたときに警告ランプが
ついたんです。でも、それが何を示
しているのか分からない。日産には
24時間対応のカスタマーセンター
がありますが、ツイッターで呟いたん
です。すると、すぐにバックドアが開
いている警告だと返信が」
　何かあっても見知らぬリーフ仲
間がサポートしてくれるという、羨ま
しい話である。
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走る距離を見極めて

12 132012 June2012 June

EVに乗ってわかったこと

エコだけではないんです
電気自動車の普及が始まった。しかし、充電設備の整備の遅れもあり、いざ
買い換えるとなると少なからず不安になるに違いない。では、実際の使い勝
手はどうなのだろう ?　リーフオーナーの中村さつきさんに話を聞いた。 リタイア後は自宅に太陽光

発電を導入し、「LEAF to  
Home」でエコ生活にチャレ
ンジしたいと話す中村さん

（※ 1）東京電力の従量電灯 B の３段料金 24.13 円／ kWh で計算
（※ 2）150 円／ L･ キューブの燃費 12.5Km/L で試算

自宅で簡単に充電。引
火することもなく、ガ
ソリンに比べて安全性
が高い。ある意味自宅
にスタンドを持つよう
なもの。

EV車がいい理由 BEST5

①排気ガスを出さない

②電費が良く経済的

③離れていても操作が可能

④静かで運転しやすい

⑤夜間充電でピークシフトに貢献

中村さつきさんが乗って実感した
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電気自動車の時代 ～2020年へのプロローグ～

自動車評論家。F1 のチーフエンジニアを
経て、現在は自動車に関連する環境問題に
取り組む。日本 EV クラブ代表。日本カー・
オブ・ザ・イヤー選考委員。

ピーター・ライオン

舘内 端（たてうち ただし）
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JQR（以下J）：今年に入り、電気自

動車が注目を集めていますが、ブーム

になった理由は？

ピーター・ライオン（以下L)：技術的

にはバッテリーのレベルが上がってき

ました。90年代はまだ駄目だったけれ

ど、リチウムイオン電池が出てきてよう

やくクルマとしての機能を持てるよう

になった。それで各メーカーから次々

に電気自動車（EV）が投入され、話

題になっている。

：背景にあるのは？

舘内 端(以下T)：まず、各国や自動車

メーカーがCO2の削減に取り組んだ

ことですね。それと日本ではあまり語ら

れませんが、石油の供給が逼迫して

いることです。

：バッテリー問題のクリアは単なる

きっかけだったと。

：そうです。突然始まったわけでは無

120Kmを超えると燃費が悪くなる。

：いずれ石油の枯渇を迎え使えなく

なる。それまでハイブリッドやディーゼ

ルで繋ぎ、その間にEVを完成させる

という戦略でしょう。

：そうした考えは自動車メーカーのトッ

プだけで、社員に伝わっていないよう

に感じられますが。

：ヨーロッパのメーカーではフェラーリ

を除いてすべてEVを発表しています。

社員の意識改革を進めるために、自

社のEVに対する姿勢を打ち出してい

るんですね。例えばアウディはフラッグ

シップのRエイトをEVに改造して今年

く、手ぐすね引いて待っていたんです。

EVに移行しないと自動車メーカーは

潰れてしまうから。現在全世界に9億

台の自動車が走っています。それが

2020年には15億台になる。すると

サウジアラビア2国分の石油が不足

する。世界の石油の半分は自動車が

使っていますから。

：石油の埋蔵量は、専門家によって

見解が違います。あと50年あるという

人もいますが。

：今、石油の生産はピークを迎えて

います。ということは、残り半分がある

訳です。しかし、これらは採掘の難しい

山の中や深海にあったり、政治的に

不安定な場所にある。だから採掘でき

ない。むりやり掘ると領有権の問題で

戦争になりますから。

：中近東はあぶないですね。深海の掘

削も難しい。2010年のメキシコ湾原油

流出事故による被害は甚大でした。

：中国のモータリゼーションの爆発

的な発展など、自動車は増える一方

ですから、今まで以上に石油が必要

になる。なので、自動車メーカーが生

き延びる手段は脱石油しかないという

ことですね。

脱石油は必須の課題

：それでも日本では、日産以外に脱石

油を積極的に進めているメーカーは

見当たりません。ハイブリッドはガソリ

ンと電気の間ですよね。

：トヨタ式のハイブリッドはとても難し

く、他のメーカーでは作れないんです。

そのためホンダ式の簡単なハイブリッ

ドに日本もヨーロッパのメーカーも少

し移りました。日産はいずれハイブリッ

ドも使えなくなるならと、一気にEVに

ジャンプしてしまった訳です。

：ヨーロッパにはCO2の規制問題も

ありますから。

：2025年に1Km走るのにCO 2

を7 0 gまで抑えるという規 制です

ね。これをガソリンで換算すると、1ℓ

=33.1Km。エンジンでは到底達成で

きません。では、ハイブリッドではどうか

というと、ヨーロッパモードでプリウス

を測定すると89gで、これも19gオー

バー。この規制は自動車メーカーの

出荷台数の平均ですから、クリアする

のが不可能です。

：確かにそうですね。ハイブリッドも
発売します。ベンツはSLのEV仕様を

今年から来年にかけて発売します。こ

のような取り組みを目の当たりにすると、

日本のメーカーは遅れて見えますね。

EV の普及は進むのか？

：私が調べたところ、電気自動車に

乗りたいという人は、まだ10人に一人

か二人。ユーザーがどれだけEVに乗

りたくなるかが鍵だと思いますが。

：メーカーが普及させようと新しいモ

デルを出しても、それが売れないと苦し

くなりますね。

：それはそうかもしれませんが、先程

のヨーロッパでのCO2 規制には、実

は罰金が課されます。2015年にお

ける罰金を計算すると、フォルクス

ワーゲンが今のままで行くと1年間

で7000億円、マツダで700億円程

度になります。これをゼロにするには

CO2を出さないEVを売るしかない。エ

ンジン車は罰金分を上乗せして売る

ため、例えばマツダの車は40〜50万

円高くなってしまう。また、2020年に

はガソリン1ℓが400円になり、供給

不足でスタンドに長い行列ができます。

：ユーザーの選択肢が無くなる？

：脱石油自動車を選びますか、それと

も車やめますか？　ということですね。

：それにしては、充電装置などのイン

フラ整備が遅れています。

：1997年に初代のプリウスが発売

になって今年で15年。それでようや

くトヨタの販売台数の37％がハイブ

リッドになった。そういう意味では、今

すぐには無理です。これからいろんな

種類のEVが発売され、10年くらいで

ハイブリッド並に普及する。2020年

で販売台数の３〜４割がEVになると

思います。

：そこまで普及するには、やはり航続

距離を解決しなければなりませんね。

例えば東京から箱根に行きたいとき

に、200Kmしか走れないEVだと不

電気自動車を選択する理由

EVはクルマの全く新しい形です
日産リーフの発売から1年。そして今年、他メーカーも次々に電気自動車（EV）を市場に投入するという。
数々のEVに乗り、業界の情報に明るい舘内 端氏とピーター・ライオン氏が、その現在と未来について語り合った。

ヨーロッパのメーカーはフェラーリを除いてすべて EV を発表。フラッグシップを EV に改良して市場へ投入する。左からルノーの『トゥイ
ジー』、アウディの EV スポーツ『R8 e トロン・クワトロ』、ベンツ『SLS AMG』の EV プロトタイプ『SLS AMG E-CELL』

リチウムイオン電池のバッテリーパック。実用化が始まり 20 年を経て、ようやく性能が高
まり走行距離を延ばすことに。寒い場所でも機能低下が少なく、充電を途中で止めても支障
なく走れる。

オーストラリア出身のモータージャーナリ
スト。1988 年に来日し、東京を拠点に活動
を開始。数々の自動車競技にも参戦。日本
カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。
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充電の開始指示や、満充電になった通知など、スマ
ートフォンを用いての遠隔操作が可能。

EVが蓄電池として機能すると、家庭でのエネルギー効率が飛躍的に増す。これに太陽光などの自然エネルギーを取り入れれば、エネルギーの“家産
家消”が成立。原発不要の社会が実現する。

急速に進む充電設備。日産の販売店や高速道路のSCにも置かれている。インフラが進めばEV
での遠出も心配なくなる。基本は各家庭に設備を設けるため、スタンドを自前で持つことになり利
便性は増している。

重さが200Kg もあるバッテリーを始め、駆動部はすべて車体底辺に置かれている。このため低重
心で安定した走りが可能になる。また、ガソリン車に比べ、室内の空間を広くとることが可能。
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安だし充電が不可欠。インフラが各

地に整備されるのは、あと５〜６年必

要です。

：経産省は2020年で5000カ所の

急速充電設備があれば大丈夫だと

言っています。ところが日産は、2015

年までに5000カ所を自社で整備する

と言い、すでに始めている。三菱も追

随するでしょうから、3年後には5000

〜7000カ所の急速充電器が全国

に整備される。足りないのは逆にEV

になる可能性もある。

：それでも、ガソリン車に比べて使い

勝手が悪いですね。

：そこで発想を変える必要がある。今

までのモータリゼーションにEVを合わ

せるのでは無く、EVに私たちのモータ

リゼーションを合わせる。

：現実的で仰る通りですが、私として

はこの将来が来て欲しくない。車好き

には随分つまらない世界になります。

：それは諦めるしかない。

：EV車のどこが物足りないのです

か？

：確かに10年前の電気自動車に比

ですよ。最近日本の車で面白かった

ものありますか？

：ありません。

：でしょ。日本のメーカーが作る自動

車はつまらないんです。

：移動手段なんですね。リーフは確

かに良く出来ている。これは認めます。

でも、30分以上乗っていると、これは

ａ地点からb地点へ行く移動手段な

んですね。

：それはマニュアルからオートマに

移ったステップと同じでは？

：自動車の面白さという意味では日

本は車離れしているんですね。しか

し、アメリカとヨーロッパは未だに車が

大好き。特にヨーロッパでは皆マニュ

アルです。運転が大好きなんですね。

EV抵抗勢力の総本山（笑）。

：先日横浜で、ルノーが作ったトゥイ

ジーっていうEVに乗ったのですが、

二人乗りで幅が1100mと超小型。こ

れはビュンビュン行って気持ちよかっ

た。こんなに小さくてもルノーのハンド

リング持っているので驚きました。

：となると、日本の自動車メーカーの

べれば、格段に乗りやすくなっていま

す。しかし、ガソリン車やディーゼル

車にある運転する楽しさが感じられな

い。レースで言えばスリーSが無いと

言うことです。スピード、サウンド、スメ

ル(臭い)。電気自動車の走行会を見

たことがありますか？　面白いけど、活

気が無くしょぼーんとしている。

：スピード感はありますよね。

：先日NISMO（ニッサン・モータース

ポーツ・インターナショナル）が作っ

たリーフのRC（レーシングカー）に試

乗しました。確かにスピードは出ます

が、全開で走ると20分しかバッテリー

が持たない。20分走ってピットインし

て、充電が終了するまで手持ちぶたさ。

緊迫感がありません。

日本のEVはつまらない!?

：EVについては世界で2つの潮流が

できていると思います。ひとつはピュ

アEVですね。日本で走っている日産

ルノーのEVです。一方、アメリカは距

離を求めるのでレンジエクステンダー

EVは日本市場に限られる？

：僕の言葉で言う低価格の「デフレ

カー」ばかり作るようになるのでは。高

級車のカテゴリーはヨーロッパのメー

カーに蹂躙されてしまう。最近つくづく

思っています。

：ホンダは中国でフィットのEVを出し

ますね。

：あまり話せないけど、フィットは面白

です。80Kmは電気モードで、それ以

降300Kmまではガソリンエンジンで

走る。アメリカはこの方向に向かって

います。ところで舘内さんは、電気自

動車を運転するのはお好きですか？

：以前F1のエンジニアをやっていま

したが、それに匹敵する魅力をEVに

感じています。1994年にZEF（ゼロ・

エミッション・フォーミュラ）を製作して

アメリカのレースに参戦しました。それ

はとても面白かった。あっ、また病気が

出てきそうだ。電気ウィルスは結構強

力なんだよね（笑）。

：確かにリーフのRCになると面白い。

でも普通だと、よく海外で例えるので

す。冷蔵庫に四輪を付けて走るのと

同じだと。

：それはね、あなたが日本のメーカー

が作ったつまらないEVに乗ったから

い。ホンダは昔の小さなスポーツカー

もEV仕様で出す予定だけど、これがと

んでもないスポーツEV。ホンダはヨー

ロッパ勢に対抗できるかも知れない。

：そういう意味では、日本のEVが挽

回する可能性もあるんですね。

EVの運転はストレスフリー

：僕は2009年に東京から大阪まで

充電無しで走ってギネスを取りました

が、その時は面白かったですよ。ダイ

ハツのミラを改造して電池を山のよう

に載せて。午前3時に日本橋をスター

トして午後4時30分頃に大阪に着い

た。一睡もしていなかったけど、とても

元気でもっと走りたくなった。けれどガ

ソリン車で追っかけてきたTVや新聞、

雑誌のメディアは全員ヘロヘロ。ドラ

イバーも一緒に乗っていた人たちも

全員疲れ果てていた。

：それは振動が無いから？

：EVは振動と騒音が少ないので、生

理的な疲労がもの凄く軽減するんで

分電盤



Car LIne up

日産リーフのツインデジタルメーター表示(左)。ロアメーターの右サイドがバッテリーの残量計。充実したカーナビゲーションシステム(中)を使えば、
目的地までの消費電力を計算し、到達地点を予測する。シフトスイッチ（右）はダイヤル式。DからECOモードに切り替えると回生ブレーキがより強
く働く。

すね。アクセルとギヤが繫がっている

感じでレスポンスが良い。一方、追い

かけてきた8台は全部ATかCVT（無

段変速機）。これはアクセル踏んでも

エンジンだけ回転が上がって加速し

ない。で、その時から僕はCVT排斥

運動をしている。CVTは日本の自動

車を滅ぼすとね。

：ドライビングプレジャーは人によって

違うので、EVに合わせて変えなけれ

ばいけないですね。今まではガソリン

エンジンでターボをガンガン回してい

たのを、違うところから入っていかない

と楽しめないのですから。先日沖縄で

リーフを運転しましたが、ワインディン

グロードを走ったときなど、かなり楽し

かった。やはり低重心だからコーナー

に入ってもボディがロールしないし、ア

ンダーステイもない。

：一体感という意味では、EVは優れ

ていますよ。

エネルギーネットワークに繫がる

：もうひとつEVの進んでいるところは、

スマートフォンを使って車をコントロー

ルすることができること。例えば、暑い

日に自分が乗る前にクーラーをかける

ことが出来る。もっと進化すると、家

庭の電気供給システムと連携が可能

になります。

：ホンダは家庭用に「ガスエンジン

コージェネレーションユニット」という、と

ても効率の良いエネルギーシステムを

持っていて、これは１つのエネルギーか

ら複数のエネルギーを取り出し利用す

るというもの。天然ガスを使ってエンジ

ンを回し電気を作る。その時の排熱を

給湯や暖房にしたり。お湯は欲しいけ

ど電気はいらない。そんな時はEVに

溜めておく。家庭で電気を使うときは、

逆にEVから電気を供給する。

：蓄電池の役割を兼ねる訳ですね。

：このシステムを導入し、断熱と省エ

ネ家電を充実させるとCO2が80％も

削減できるのです。

：EVはエネルギー効率化の大切な

ポジションに位置付くようになる。

：これは自動車の意味合いが変わ

るということです。災害時にインバー

ターを介して、EVから電気の供給が

受けられる。自分の家ばかりでなく、隣

の家に繋げることも可能になる。

：EVが生活や社会に組み込まれて

いくのは素敵なことですね。

：僕はEVを始めて20年近くやって

いますが、相当面白いってことですね。

意識改革は大変ですけど、悪い方向

へは行かないと思います。

：EVになるからと言って、失望しなく

てもいいということですね。新しい楽し

み方も、また出てくるでしょうね。

続々登場！

電気自動車
最新カタログ
2012年6月現在、日本市場におけるEVは日産リーフと三菱
MiVE。さらに年末に向けて、各メーカーからEVが次々投入さ
れる予定。また、現行車種をEVに改良するなど、この動きは
2015年に向けて確実に加速される。まさに、日本自動車市場
の転換期が訪れ、新しい時代が幕を開けたと言える。

アメリカ市場に向けにテスラと共同開発。2012年
中に発売される予定。テスラのパワートレーンをベー
スに、デザインを大幅に刷新。

トヨタ RAV4 EV

軽快に走るコンパクトEV。グレードによって120〜
180Kmの走行が可能。「MiEV Power BOX」で
電気を取り出すことも可能になった。

三菱 i-MiEV

EV市場を牽引するフラッグシップモデル。エンジン車
と遜色の無い仕上がり。走行距離は160Km。充電
10分で50Kmの走行が可能。

日産リーフ

この夏に北米市場で発売予定の都市向けコミュー
ターEV。最高速度は144Km/h。充電時間は3時間
を以下。中国での生産を検討との報道。

ホンダフィット EV

セレナをベースしたコンセプトEV車。これからの人運
びに応じるモデル。特にニューヨークのイェローキャ
ブに選択されたセレナの近未来を見えて来る。

日産 e-NV200

純粋なEVではないが、近距離は電気モードで走り、
長距離はハイブリッドモードという選択が出来るため、
走行距離の不安がない。

トヨタプリウス PHV

中小企業や自営業でも欠かせない環境への取り組
み。このミニキャブならゼロミッションにぴったり。走行
距離は150Km を確保。日本のEVについては高い評価と低い評価の双方を持つ二人。白熱した議論は2時間に及んだ。

三菱ミニキャブ MiEV
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