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BCGは、ビジネスや社会のリーダーとともに戦略課題の解
決や成長機会の実現に取り組んでいます。BCGは1963年
に戦略コンサルティングのパイオニアとして創設されまし
た。今日私たちは、クライアントとの緊密な協働を通じて
すべてのステークホルダーに利益をもたらすことをめざす
変革アプローチにより、組織力の向上、持続的な競争優位
性構築、社会への貢献を後押ししています。

BCGのグローバルで多様性に富むチームは、産業や経営
トピックに関する深い専門知識と、現状を問い直し企業変
革を促進するためのさまざまな洞察を基にクライアントを
支援しています。最先端のマネジメントコンサルティング、
テクノロジーとデザイン、デジタルベンチャーなどの機能に
よりソリューションを提供します。経営トップから現場に至
るまで、BCGならではの協働を通じ、組織に大きなインパ
クトを生み出すとともにより良き社会をつくるお手伝いを
しています。

日本では、1966年に世界第2の拠点として東京に、2003
年に名古屋、2020年には大阪、京都にオフィスを設立しま
した。
https://www.bcg.com/ja-jp/default.aspx
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電動化に伴う自動車生産のパラダイムシフト

自動車業界では、新型コロナウイルス感染症パンデミックによる生産・販売への打撃を受ける前
から、「BEV（バッテリー式電気自動車）がどれほど早く普及するか」という不確実性を伴った議
論が既に顕在化しつつあった。

BEVの将来的な販売台数を正確に予測することは困
難だが、ひとつ明確なことがある。それは、より環境に優
しい自動車への需要の高まりと、政府が定めた自動車
メーカーの販売車両全体での排出ガス削減規制により、
自動車メーカーは少なくとも一定程度はBEV生産のシェ
アを拡大せざるを得ない、ということだ。

しかし、BEVの存在感が増すにつれ、その熱気と期待
に埋もれてしまいがちなのが、この製品シフトが自動車
メーカーやサプライヤーの経営、さらには自動車産業の
雇用形態に与える世界的な影響である。内燃機関自動車
（ICEV）からBEVへの転換がもたらす影響を十分に理
解しなければ、この局面を乗り切るための計画はつくれ
ない。特に、労働力の配分は、この移行における重要な
要素である。BCGは、自動車メーカーや部品サプライ
ヤー各社にとって将来展望の理解の一助となるよう、特
に労働力のシフトに焦点を当てながら、エレクトロモビリ
ティが自動車生産にもたらす変化を考察した。

BEVとICEVの構成要素の違い

BEVとICEVの構成要素の違いは、最終的に生産のあ
り方に影響を与える。生じる変化は、それぞれ「パワートレ
イン」と「パワーエレクトロニクス」に分類される（図表1）。

• パワートレイン: EVでは、内燃機関（ICE）パワートレ
インの主要構成要素であるエンジンと、オルタネー
ター、スターター、燃料系、排気系などの補機類が不
要となる。その代わりにバッテリーパックと電気モー
ターが搭載される。バッテリーパックは、バッテリーセ
ルを搭載したモジュール、性能をモニタリングするバッ
テリーマネジメントシステム、バッテリーを冷却する熱
マネジメントシステム、配線、筐体などで構成される。
また、電気モーターの出力は従来のICEに比べてはる
かに広い範囲の回転数で効率的であるため、BEVは

ほとんど単段変速機を使用する。

• パワーエレクトロニクス: BEVやハイブリッド車には、
従来型のICEVには存在しない機器類が必要となる。
DC/DCコンバーター、DC/ACコンバーター、パワーエ
レクトロニクスコントローラーなどが該当する。

ICEVは電動車に比べてパワートレインが複雑である
ため、部品点数も多いのが特徴である。ICEのパワート
レインには1,000個以上の部品が使われていることもあ
るが、BEVのパワートレインの部品は数百個程度にとど
まる（個々のバッテリーセルはカウント対象外）。ただ、
BEVのCPV（Content Per Vehicle、1台あたりに供給さ
れた全部品の価値となる主に原材料費、人件費、利益を
意味する）は、バッテリーのコストを考慮すると、ICEVに
比べて約30％高くなる（詳しくはコラム「BEVとICEVの
CPVの違い」をご参照ください）。

ボンネット下の中身が
クルマづくりに与える影響

生産面でのICEVとBEVのもっとも大きな違いは、従
来のエンジンを電気モーターに置き換えたことである
（図表2）。自動車メーカーは複雑で労働集約的な内燃
エンジンの組立から解放され、比較的シンプルな電気
モーターに集中できる。実際、電気モーターは、ホースや
ガスケットなどの扱いにくい柔らかい素材を使う部品が
少ないため、設備の自動化が進めやすい。一方、自動車
メーカーは、配線の巻き取り、含浸、封止などの新たな工
程、品質管理など、より複雑な電気システムの生産プロ
セスを習得する必要がある。これは、100年以上にわた
り、エンジン製造と車両組立の効率を最高レベルまで
高めるべく発展・改善してきた業界にとって、極めて大き
な変化といえる。
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図表1 - BEVとICEVの違いは、パワートレインとパワーエレクトロニクスの違いに起因
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ICEV用エンジンとBEV用モーターの違いは組立工
程に限らず、部品製造の領域も含まれる。ICEV生産は、
クランクケース、シリンダー、カムシャフト、ロッドなどを
製造するために複雑な鋳造や機械加工が必要だが、電
気モーターの生産は、ローターハブ、ステーターハブ、マグ
ネット、ベアリングなどの部品の製造・組立のために、内
燃部品ほど複雑ではないものの細かい機械加工が必要
となる。すなわち、BEV生産への移行は自動車メーカー
とそのサプライヤーだけでなく、工作機械や自動化設備
メーカーにも影響を及ぼす。

内燃と電動車のパワートレインの生産におけるもう1
つの違いは、バッテリーパックの統合にある。自動車メー
カーは、バッテリーモジュールをつなぎ合わせてバッテ
リーパックを内製で組み立てることが多い。しかし、バッ
テリーモジュールのバッテリーセル自体は電機系メー
カーによって製造されることが一般的で、バッテリーの
可燃性や劣化性から自動車メーカー自体が大量に在庫
を持つことは難しい。自動車メーカーには、BEV生産に
適したシームレスでジャスト・イン・タイムな（必要なも
のを必要なときに必要な量だけつくる）生産プロセスと
サプライチェーンを新たに構築することが求められるだ
ろう。

1. BEV専用もしくは類するプラットフォームにおいて採用される場合がある。ICEV/BEVの混合プラットフォームとなる場合は適用されない
出所：BCG分析
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BEVとICEVのCPV（Content Per Vehicle）の違い

CPV（Content Per Vehicle）とは、自動車メーカーに
とっての1台あたりの自動車部品の価値（主に原材料費、
人件費、利益）を意味する。ここでは、ICEVの価値を
100％として、Dセグメント（プレミアム乗用車）のCPVを
評価した（P4図表）。

ICEVでは、エンジンとトランスミッション、一部の補
機部品がCPVの約31％を占める。BEVではこれらの部
品はなくなるが、その代わりにバッテリーセル、モジュー
ル、パックが使われ、ICEVのパワートレインよりもはるか
にコストがかかる。実際、バッテリーシステムはBEVの
CPV全体の約3分の1、ICEVのCPV全体の約半分を占
める。このコストの高さは、主に材料費に起因するもの
で、BEVのバッテリーコストの60％を占める。

バッテリーの価格に加えて、BEVに搭載されるパワー
エレクトロニクス部品がCPVをさらに6％ポイント上昇さ
せる。また、高電圧配線などのBEV専用部品も、CPVを
4％ポイント押し上げる。合計すると、BEV専用部品は
ICEVのCPVの130％まで増大する。ただし、BEVのバッ
テリーは、規模の拡大、工場の自動化、効率化などによ
り急速にコストが低下しつつあるため、ICEVとBEVの
CPVの差は早晩、大幅に縮まっていくと考えられる。

1. BEV専用もしくは類するプラットフォームにおいて採用される場合がある。ICEV/BEVの混合プラットフォームとなる場合は適用されない
出所：BCG分析
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BEVにおいてはバッテリーが最大の価値を占める

ICEVに占めるBEV1台あたりのCPV1の割合(%)

トランスミッション

100

–31

–18

–9
51

6
61 130

エンジン

パワーエレクトロニクス

バッテリー

ICEV合計 ICEVにのみ必要な部品 BEVにのみ必要な部品 BEV合計

1. 1台あたりの価値とは、自動車メーカーにとっての自動車部品の価値を意味する。本分析の基準車両は、Dセグメントのプレミアムもしくはミドルサイズの乗用車で、1つ
の電気モーターと先進運転支援システムを搭載している車両

出所 : BCG分析



BEV生産はICEV生産に比べて
労働集約度が低いと考えられがちだが、
それは誤解である。
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図表2 -  BEVへのシフトが自動車のバリューチェーンに与える影響

1. デッキングとは、ボディ、シャシー、パワートレインを結合する工程を指す。全体に斜線をかけたプロセスでは大規模な変更が、部分的に3色のストライプをかけたプロセ
スは小規模な変更が必要であることを示す

出所 : BCG分析 

生産における違いは、ほかの領域にも生じる。燃費向
上のための車両軽量化は自動車業界全体で進められて
いるが、BEVメーカー各社が特に力を入れている理由
は、バッテリーパックは極めて重く、充電1回当たりの航
続距離が短くなるからである。たとえば、テスラのモデル
Sはバッテリーパックだけで0.5トン以上あり、この重量へ
の対策としてモデルSのボディ構造（モデルXも同様）に
は鉄鋼材よりも軽くて丈夫なアルミニウム部品が主に使
用されている。しかし、アルミニウムを用いた生産は容易
ではない。たとえば、アルミ合金はスチール材に比べて
比較的柔らかく延性が低いため、プレス工程における抜
き加工の寸法管理がより難しくなる。さらに、ボディ工程
においてはアルミ部品の表面に形成されている酸化膜
が溶接時に問題となり、接着剤とスポット溶接を併用し

て接合部を補強せざるを得ない。

BEVは一般的に従来の自動車に比べて組立の労働集
約性が低いと認識されがちだが、それは誤りだ（図表
3）。実際は、BEVとICEVの組立に必要な労働力は同等
である。BEVでは燃料配管や排気系等の組立は不要だ
が、高電圧の配線コンバーターやインバーターの製造、
充電ユニットの設置、バッテリーの冷却管の接続などが
追加される（BEVは3つの熱源システムを備えるが、
ICEVは2つ）。また、一部のBEVにはフロントトランクが
追加されているが、これにはICEVには存在しない内装
部品の組付工程が必要だ。さらに、BEVの生産工程の中
には、品質管理に細心の注意を払わなければならない
側面があり、作業の複雑さが増す。たとえば、バッテリー

ICEVからBEVへのシフト 削減工程 新規工程 変更工程 変更なし/小規模な変更

車両組立

プレス
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最終
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トリム
工程

塗装
工程

ボディ
工程その他の部品製造
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モーター部品製造

バッテリー
セル製造

バッテリー
モジュール組立
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パック組立
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エンジン
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パワートレイン
製造における
大規模な変更

プレス、ボディ、塗装における
小規模な変更、もしくは変更なし

トリム、デッキング1、最終組立、
最終検査については限定的な調整

バッテリー製造の追加
（セル製造、モジュール・パック組立）

シャシー組立における大規模な変更
（新規、調整、または削減される部品の割合が高い）
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図表3 -  BEVとICEVの組立の違いの内訳

1. デッキングとは、ボディ、シャシー、パワートレインを結合する工程を指す　
2. 制御モジュールは、一般的にバッテリーパックに組み込まれている
出所 : BCG分析

パックの中にナットやボルトなどの小さな部品が誤って混
入すると過熱して火災を引き起こすおそれがあるため、
誤混入がないことなどの品質チェックが追加で必要と
なる。

また、工場設備も異なる。たとえば、BEV生産に特化
した工場では、最終検査場に車両の排気ガス抽出装置
を設置する必要がない反面、重いバッテリーを取りまわ
すために特別な設備を必要とする。バッテリーモジュー
ルやパックを工場内で運搬する機械や、組立車両を搬
送するために必要となる強化シャシーコンベアなどの輸
送システムが含まれる。このような工場インフラの変化
により、既存の生産拠点をBEV組立施設に転換するに
は高額な改修工事と投資が必要となる。

生産における2つの選択肢

BEV生産に乗り出している自動車メーカーの多くは、
BEV専用工場、もしくはBEVとICEVの両方を生産でき
る混流生産工場、これら2つのどちらの生産方式を選択
するかの決定を迫られる。フォルクスワーゲン（VW）の
アウディ部門は、ブリュッセルに新型BEV「e-tron」用に
専用工場を建設したが、BMWはドイツ・ライプチヒ工場
で「i3」を混流生産している。専用工場は投資の償却に
多くの生産台数を必要とするため、将来の需要がまだ不
透明な段階での専用工場への投資はBEVへの大きな賭
けとなるが、専用生産方式の採用は製品差の小ささから
極めて高い効率で工場を稼働させることができ、生産の
最適化が可能という大きなメリットもある。
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BEVを製品ラインアップに加える自動車メーカーは、
BEVとICEVを同じラインで製造するか、
別のラインでつくるかを選択する必要がある。
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対照的に、混流生産工場は非効率的になりうる。多種
多様な製品を1つのラインで生産すると、サイクルタイム
が異なることやICEVとBEVのそれぞれ特有の部品を組
み立てる別のサブ工程が必要になることなど、効率性が
悪化する要因が多い。結果、人員と設備の稼働率が低下
するおそれがある。また、組立フロアでは、多種類の部
品や材料を時間通りに組立ラインに供給しなければな
らないという物流上の課題も発生する。

2つの生産戦略の長所と短所を比較すると、大量に
BEVを生産する計画がある企業は、専用設備によって高
い収益性を見込むことができる。一方で少量生産のBEV
メーカーは、現時点では混流生産方式の採択が妥当だ
ろう。なぜなら、混流生産方式は専用設備に求められる
多額の先行投資や長期の償却サイクルを回避するととも
に、BEVの需要変動に柔軟に対応できるからである。

電気自動車の大量生産期への移行には長い時間を要
することを踏まえると、専用生産と混流生産を組み合わ
せる方法が得策かもしれない。フレキシブル・セル・マ
ニュファクチャリング（FCM）は、同じ組立ラインで次々
と車を移動させるベルトコンベアに代わり、A G V
（Automated Guided Vehicle、無人搬送車）が車体
を個別に、それぞれの車種に適した組立作業工程へと
搬送する生産方式である。このモジュール式ワークス
テーションでは、従来の組立ラインのように工程間が相
互に接続されない。工場内での車体の流れは統一されて
おらず、車種ごとに独自の工程順序が定められる。FCM
により、1つのラインで混流生産する車種の増加から発
生するコストのデメリットを抑えつつ、同一工場内で多様
な車種を生産することが可能となる。

FCMには「自動車の生産工場全体に導入しなければ
ならない」との誤解が往々にして存在するが、少なくとも
ある欧州自動車メーカーがこれを既に反証している。こ
のメーカーでは、同じ工場でICEVとBEVの両方を生産し
ており、フレキシブル・マニュファクチャリング・セルを設
置したのは、ボディとシャシーを接合するデッキング工程
に限定されていた。車両はAGVでトリム工程とシャシー
工程を経て、ICEVまたはBEV専用のデッキング工程に
搬送される。それぞれの工程の最大の違いは、BEV用の
デッキング工程はICEV用に比べて自動化が進んでいる
点である。これにより作業の効率性と生産性が向上し

た。BCGが実施したフレキシブル・セル生産におけるシ
ミュレーションでは、作業員の稼働率が12％向上し、車
両1台あたりの人件費を削減できることがわかった。

ICEVとBEVの生産付加価値の違い

ICEVとBEVの生産方式の差を考えると、それぞれの
生産付加価値の違いがより明確になる。生産付加価値
とは原材料を完成車にするために必要なコストだが、そ
の中心が1台あたりの直接・間接労働の工数である。
ICEVとBEV生産の総工数に加えて自動車バリュー
チェーンの労働価値配分を分析・比較するために、Dセ
グメント車両 （欧州でのプレミアム乗用車区分であり、
米国ではミッドサイズとも呼ばれる）における自動車
OEMと一次サプライヤーの合算で試算した。ICEVと
BEVの生産効率は同水準としてモデル化し、組立工や機
械オペレーターなどの直接作業に携わる人と品質管理
やメンテナンスなどの間接作業に携わる人の工数を考慮
した（図表4）。以下に、自動車生産におけるICEVとBEV
の主な違いを示す。

•	 部品製造:	電気モーターは典型的なエンジンに比べて
部品点数が少ないため、鋳造や機械加工が少ない。ま

た、BEVには部品点数が少ないシングルスピードのトラ
ンスミッションが搭載されることが多いうえに、排気系

や燃料系も不要である。そのため、部品製造にかかる

車両当たりの工数はICEVの54％に対してBEVは47％
と少なくなる（BEVの計算では、ICEVの車両当たりの
総工数を100％と置いて算出）。部品製造が占める割
合は一見高いように見える一方、ワイヤーハーネス製造

など、極めて労働集約的な手作業工程が含まれてお

り、エンジンの組立が約3時間であるのに対して、この
手作業だけで約10時間を要する。

•	 エンジン、モーター、トランスミッションの組立・組付け:	
電気モーターの組立と組付けには比較的時間がかか

らないため、作業工数はICEVの7％に比べてBEVで
は約2％にとどまる（電気モーターが1つしかないと仮
定）。同様に、BEVのシングルスピード・トランスミッ
ションは、ICEVの多段変速機に比べて組立・組付け
工数が50％以上減少する。
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• バッテリー製造:  このカテゴリーには、セルの製造、モ
ジュールやバッテリーパックの組立が含まれる。当
然、BEV固有であるため、ICEVの工数には含まれな
い。バッテリー生産工場は高度に自動化されている
が、機械や設備の操作、生産工程の管理、品質検査な
ど、かなりの量の間接労働を必要とする。セル製造だ

けで、現在のICEVの総工数と比較してBEV1台あたり
の工数は約8％ポイント増加する。

• プレス、ボディ、塗装工程:  パワートレインやパワーエレ
クトロニクスからほぼ独立した工程であるため、1台あ
たりの工数はBEVもICEVもほぼ同じとする。

図表4 -  BEVとICEVへの必要工数は同程度である

1. 試算の基準車両は、1つの電気モーターと先進運転支援システムを搭載したDセグメント・プレミアムカー。全体に斜線をかけたプロセスでは大規模な変化が、部分的に 
3色のストライプをかけたプロセスは小規模な変化が必要であることを示す

2. トランスミッションの組立を含む
3. デッキングとはボディ、シャシー、パワートレインを結合する工程を指す
出所 : BCG分析
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• 車両組立:  BEVとICEVの間にいくつか明確な違いが
ある。BEVの組立には充電ユニットや追加配線の組
付け、バッテリーの搭載や位置合わせなどの追加工数
が必要となり、増分は燃料タンクやギアシフターケー
ブル、エンジン配線の設置などのICEV工程省略の効
果をわずかに上回る。一部の自動車メーカーでは、
ICEVの総工数と比較してBEVの車両組立工数が約
8％増加すると見込んでいる。

これらの1台あたりの工数をすべて踏まえると、BEVの
工数はICEVより約1％少ないだけだ。今回は純粋な
ICEVとBEVを比べたが、中間にハイブリッド車があるこ
とも忘れてはならない。ハイブリッド車は、エンジンと電
気モーターの両方を搭載するため、ICEVやBEVよりも
生産付加価値が高く、1台あたりの工数はICEVやBEVよ
りも多くなる。

BEVとICEVの付加価値の合計が同等であることは意
外かもしれないが、気付きはそれだけではない。今回の
付加価値分析の2つ目のポイントは、自動車バリュー
チェーンにおける労働価値の配分のシフトである。端的
に言えば、BEVが市場に浸透すると、自動車生産におけ
る付加価値は自動車メーカーから一次サプライヤーへ
移る。特に、自動車メーカーがバッテリーを内製しない
場合にはバッテリーセルメーカーにシフトする。スウェー
デンのNorthvolt社など、一部の欧米企業は参入を進め
ているものの、バッテリーセルメーカー大手の多くはア
ジア企業であるため、欧米の自動車メーカーに与える影
響は大きい。

現在、OEMがバッテリーセルを外部調達する理由は、
自動車メーカーの得意領域ではないからである。ただ
し、OEMはバッテリーモジュールやバッテリーパック、
モーターを内製化する場合が多い。高コストで特殊な輸
送を要するバッテリーパックの場合、車種ごとにカスタマ
イズして自動車工場の近くで組み立てる。一方、パワーエ
レクトロニクス部品は、サプライヤーがSiC（炭化ケイ素）
半導体や冷却回路の集積化などのイノベーション力を持
つため、OEMは外部調達することが多い。BEVのトラン
スミッションは、今のところ内製化・外注化で明確なトレン
ドは見られない。

OEMの生産・調達戦略の違いがOEMとサプライヤー
それぞれの付加価値に与える影響をモデル化するため
に、OEMがBEVのパワートレイン部品やパワーエレクト
ロニクス部品をすべて外注するケースからすべて内製と
するケースまで、6つのシナリオを分析した （図表5）。

前述の分析のとおり、BEV生産工数はICEVに対して1
台あたり約1％少ない前提とする。現在のICEVの総生産
工数は、サプライヤーが53％、OEMが47％とわずかにサ
プライヤーが高い状況にある。

OEMやサプライヤーがBEV移行期において今後の生
産労働力についての戦略を考えるうえで、この分析結果
を参考としていただけると幸いである。この分析のハイ
ライトは以下の通りだ。

•  OEMがパワートレインとパワーエレクトロニクスの部
品をすべて外注した場合、車両1台あたりの工数は7％
ポイント減少する。このアプローチを採用したGMは、
シボレー・ボルトのパワートレインおよびパワーエレク
トロニクス部品のほとんどを韓国のLG電子に外注して
いる。

•  一方、バッテリーセルを含むパワートレインとパワーエ
レクトロニクスの部品をすべて内製とした場合、1台あ
たりの工数は逆に7％ポイント増加する。現在、このア
プローチをとるOEMはほとんどないが、テスラはバッ
テリーセルの内製化を進めているとされる。

•  もっとも一般的なシナリオは、バッテリーセルとパ
ワーエレクトロニクス部品を外注し、バッテリーモ
ジュール、バッテリーパック、電気モーターを内製する
ケースであり（図表5のシナリオ4を参照ください）、自
動車1台あたりの工数は4％ポイント減少する。

この分析の結果は、業界がBEVに移行することで、
メーカーの労働力ニーズが長期的に縮小することを示唆
する。しかし、BEVへの移行期間中はハイブリッド車の
割合が増えるため、中期的には生産工数の増加につなが
る。この増加は一時的であるため、BEVが本格拡大する
につれて内製化戦略と生産労働力のダウンサイジング
のバランスを見極めなければならないだろう。
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BEVの未来に向けて

今回の分析は、BEVの普及に伴い、ICEVとBEVの生
産環境と生産労働力の違いが自動車のバリューチェー
ン全体に影響を与えること、そしてOEMもサプライヤー
もオペレーション戦略を見直す必要があることを示唆し
ている。具体的には、以下の3つの重要な意思決定が必
要だ。

• 何を生産するか: 自動車バリューチェーン全体の観点
からは、BEVの生産工数はICEV生産と大差ない。エ
ンジン製造の工程はなくなるが、主にバッテリーセル
製造の必要性があるためだ。BEVの価値の大部分
は、バッテリーセル製造で既に優位にあるアジアのプ
レイヤーに移ることになる。

　　既存の自動車OEMがバッテリーセル製造へ参入す
るには、大型の設備投資や化学技術などの高い参入
障壁があり、極めて難しい。OEMは、内製・外注戦略、
ジョイントベンチャーなどの協業戦略、生産要員計画
など、根本的な見直しに迫られる。

　　BEVへの移行期における生産労働力の最適配置は
極めて戦略的な課題となる。生産やサプライチェーン
の変化に伴う労働力の量的・質的ニーズも変化する。
BEV移行が自社の生産労働力に与える影響を見極
め、どの従業員を再教育・リスキルするか、どこに最適
配置するか、または削減するか、周到な要員戦略と長
期計画を組み立てなければならない。たとえば、危険
物となるBEVの高電圧部品を取り扱うためのスキルの
再教育やノウハウ蓄積が必要になる。人員削減に踏み

図表5 -  BEV部品の外注化レベルが付加価値の変化に影響する

1. 試算の基準車両は、1つの電気モーターと先進運転支援システムを搭載したDセグメント (もしくはミッドサイズ ) のプレミアム乗用車
出所：BCG分析
 



BEVが普及すると、自動車生産における付加価値は、
OEMから一次サプライヤー、特に
バッテリーセルメーカーに移る見込みである。
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込む場合は、自然減や採用縮小、早期退職プログラム
など、幅広い人事施策が不可欠だ。自動化、デジタル
化、新しい生産プロセス技術、新しい製品や素材など
の革新の波も押し寄せている。これらの要素の相互
作用とバランスを取ることも、BEVへの移行期を乗り
切るためのポイントになるだろう。

• どこで生産すべきか:  BEVへの移行は、OEMやサプラ
イヤーのグローバル生産ネットワークの戦略にも大き
な影響を及ぼす。人件費、サプライチェーンのコストや
リードタイム、地域ごとの規制などを踏まえて、ネット
ワーク要素の立地と投資を決めていかなければなら
ない。BEV生産における現地生産要件も増えるだろ
う。たとえば、バッテリーパックの組立を内製する場
合、危険な化学物質を含む重いバッテリーの物流は
負担が大きいため、完成車工場との近接性は重要と
なる。

 
　サプライヤーの生産拠点網は、OEMがBEV工場を
どこに立地するかに大きく左右される。サプライヤー
はOEMの近くに工場を設置する方が効率的であるだ
けでなく、カーボンニュートラルへの流れの加速を背
景に「ゆりかごから墓場までの排出量（自動車の生産
から廃棄までに発生する総排出量）」の削減に取り組
むために、組立や物流に要するエネルギー消費を最
小限に抑えたバッテリーセルの製造を重視していくだ
ろう。

• どのように生産するか:  過去に経験したことのない、大
きな製品ポートフォリオの転換に迫られている自動車
OEMは、短期的にはICEVやその部品の生産を継続
しつつ、近い将来に来たるBEVへの大規模な切り替
えに備える両輪の戦略を打ち出さなければならない。
BEVをICEVと同じラインに組み込むか、BEV専用生
産ラインを構築するかを決めなければならない。これ
は、特に不確実な台数規模をにらみながらの意思決
定になる。BEV台数の伸びが不透明ななか、フレキシ
ブル・セル生産は製品が多様化しても労働力のロスを
抑制することができるため、柔軟なアプローチとなり
うる。

 
　BEVへの移行は、新たな生産投資を必要とすると
同時に、自動化やAIを活用して未来の工場を先取りす
るチャンスでもある。たとえば、V Wはドイツのツ
ヴィッカウ工場をBEV生産用に改修する際に、組立ラ
インの自動化率を17％から28％に高めている。
 

　BEV台数の増加にあわせて、自動車OEMやサプライ
ヤーは、生産労働力マネジメント、生産拠点網、生産技
術投資などのオペレーション戦略を継続的に見極めて
打ち出すべきだろう。これは生産変革のチャンスであ
る。変革は常にリスクを伴うものであるものの、BEVの
台頭は自動車業界がこれまでの安住を捨てて新しい価
値を生み出すきっかけになるだろう。

原典：Shifting Gears in Auto Manufacturing

https://web-assets.bcg.com/fd/de/20c24ec2407d9622175e45e84a2c/bcg-shifting-gears-in-auto-manufacturing-sep-2020.pdf
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日本企業への示唆

日本の自動車産業は、高度な製品開発やオペレーショ
ンでグローバルな競争力を築いてきた国の基幹産業で
ある。しかし、ハイブリッド技術等の強みはあるものの、
脱炭素に向かう世界の潮流において、電動化が一気呵
成に動くなかでその優位性は揺るぎかねない。

この転換期において日本の自動車産業が競争力を維
持・強化し続けるうえで、経営目線での戦略的な意思決
定がより一層求められる。本稿で挙げたポイントに加
え、日本の自動車メーカーや部品メーカー各社におい
て、以下の観点も重要と考えられる。

①ICEV・BEVの混流生産比率を高めながら、生産の
効率性をどう維持・改善していくか

•  日本の自動車市場は、中国や、国をまたいで「陸続き」
である欧州や北米市場と比較すれば、市場規模は小
さい。それでも、日本の自動車メーカーは限られた生
産アセットを有効活用して複数車種を混流生産しつ
つ、高い生産効率を実現して強みを築いてきた。この
強みは海外市場と拠点でも発揮されてきた。

•  欧米自動車メーカーの中には、フォルクスワーゲンに
代表されるようにBEV生産の効率化のための専用工
場を設置する動きがある。一方、欧米との事業環境の
違いから、日本の自動車メーカーが同様の投資を国内
で行うことは容易ではない。

•  ICEVとBEVの混流生産は工場の生産性を低下させる
という見方があるが、生産工程や製品構造の革新
（例：より一層のモジュール化・標準化）で強みの混
流生産を高度化することが重要な課題ではないか。

②部品サプライヤー含むサプライヤーチェーンをどの
ように進化させるか

•  日本の自動車メーカーは歴史的に日系のサプライヤー
と強固な取引関係があるが、BEVシフトに伴う協業の
バランスの変化が産業構造や雇用に大きな影響を与
えることは間違いない。

 
 
 
 
 

 

•  一方、サプライヤーにおいてはBEV製品領域の事業化 
の努力をしている最中にあり、これまで培われてきた 
技術でどのように進化できるか、組織能力を強化しな
がらどのように事業を変革するか、どこで部品を生産
するべきか、さまざまな意思決定の局面に立たされて
いる。

•  自動車メーカーと部品サプライヤーで構成されるエコ
システムの中で、日本の自動車メーカーが一定のリー
ダーシップを発揮し、ICEV・BEV横断の調達戦略、サ
プライチェーン再構築を推進していくことが、日本の
自動車産業全体としての競争力を発展させていくうえ
でも重要となるだろう。

③BEVシフトとあわせて、「サステナブルな生産」をど
うマネジメントすべきか

•  産業・地域を超えて、サステナビリティは日本の自動車
産業においても避けては通れない重要な経営アジェ
ンダである。

•  たとえばカーボンニュートラルの実現には大きな生産
設備投資が必要となるが、BEVシフトの投資負担も大
きい。また、自動運転や車載ソフトウェアのコストも圧
し掛かる。経営への負荷は一層高くなり、対応を誤れ
ば競争力を低下させる結果になりかねない。

•  生産工程における発生源や削減レバーの特定、打ち
手の立案・技術開発などに先んじて取り組んでおくこ
とが必要であることは無論のこと、BEVシフトにおけ
る課題との両にらみを前提とした意思決定は複雑と
なり、不確実な将来を見通す力が要求される。

本稿では、自動車産業においてその競争力を左右す
る生産に焦点を当てて、BEVパラダイムシフトがバリュー
チェーンにもたらす影響について考察した。

皆様が置かれたそれぞれの立場で今、何をすべきか
を検討されるうえでの一助となれば幸いである。
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富永 和利



16 SHIFTING GEARS IN AUTO MANUFACTURING

ダニエル・クーパー
ボストン コンサルティング グループ（BCG） ケルン・オフィス

マネージング・ディレクター&パートナー

BCGオペレーション・イノベーションセンターのリーダー

富永 和利
BCG東京オフィス

マネージング・ディレクター&シニア・パートナー

BCG産業財・自動車グループの日本リーダー、

自動車部品サプライヤーグループのグローバルリーダー

ジャン・シュレジター
BCGケルン・オフィス　コンサルタント

金子 陽平
BCG東京オフィス　パートナー

中村 亘
BCG名古屋オフィス　プロジェクトリーダー

クリスチャン・クールマン
BCGフランクフルト・オフィス　パートナー

アーカシュ・アローラ
BCGデトロイト・オフィス

マネージング・ディレクター&パートナー

日本語版への協力

執筆者



Boston Consulting Group partners with leaders 
in business and society to tackle their most 
important challenges and capture their greatest 
opportunities. BCG was the pioneer in business 
strategy when it was founded in 1963. Today, we 
help clients with total transformation—inspiring 
complex change, enabling organizations to grow, 
building competitive advantage, and driving 
bottom-line impact.

To succeed, organizations must blend digital and 
human capabilities. Our diverse, global teams 
bring deep industry and functional expertise 
and a range of perspectives to spark change. 
BCG delivers solutions through leading-edge 
management consulting along with technology 
and design, corporate and digital ventures—
and business purpose. We work in a uniquely 
collaborative model across the firm and 
throughout all levels of the client organization, 
generating results that allow our clients to thrive.

Uciam volora ditatur? Axim voloreribus moluptati 
autet hario qui a nust faciis reperro vitatia 
dipsandelia sit laborum, quassitio. Itas volutem 
es nulles ut faccus perchiliati doluptatur. Estiunt. 
Et eium inum et dolum et et eos ex eum harchic 
teceserrum natem in ra nis quia disimi, omnia 
veror molorer ionsed quia ese veliquiatius 
sundae poreium et et illesci atibeatur aut que 
consequia autas sum fugit qui aut excepudit, 
omnia voloratur? Explige ndeliaectur magnam, 
que expedignist ex et voluptaquam, offici bernam 
atqui dem vel ius nus.

Nem faccaborest hillamendia doluptae 
conseruptate inim volesequid molum quam, 
conseque consedipit hillabo. Imaio evelenditium 
haribus, con reictur autemost, vendam am ellania 
estrundem corepuda derrore mporrumquat.

Add Co-Sponsor 
logo here

本冊子に収録した論考の英文版や、さまざまなトピックについての論考をbcg.comでご覧いただけます。
https://www.bcg.com/ja-jp/default.aspx

弊社では、企業経営に関するさまざまなテーマについてコンサルティングサービスを提供しております。
ご関心をお持ちの方は、BCGjapan@bcg.comまでお問い合わせください。

© Boston Consulting Group 2021. All rights reserved.
本稿の無断転載・引用を固くお断りします。

https://www.bcg.com/ja-jp/default.aspx


SH
IFTIN

G
 G

EAR
S IN

 AU
TO

 M
AN

U
FACTU

R
IN

G

bcg.com 




