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Opportunities
for Action

エコカー市場　2020年の展望と
電気自動車普及への道すじ

　地球環境保護への要請から、エコカー（環境対応車）への注
目が高まっている。ハイブリッドカーの普及が急加速し、電気自
動車（EV）の本格的普及も期待される。自動車関連企業は、ハ
イブリッド、燃料電池、EV等の新技術に多大な投資をしている。
しかし、これら新技術の先行きはまだ不透明で、さまざまな議論
がかわされているところだ。技術的にも商業的にも実効性が高
いのはどんな方式だろうか。それらを搭載した車は、いつ、どこで、
どのように市場に投入され、浸透していくのか。そして、最終的に
消費者はどんな車を選ぶのだろうか。

　これらの問いに答えるべく我々は技術動向の調査や、完成
車メーカー、部品メーカー、電池メーカー、電力会社へのインタ
ビュー、および消費者調査を行った。こうした調査分析を基に、
本稿では、まず主な技術的オプションの実現可能性を評価し、
次に2020年の市場シナリオと主なステークホルダーへの示唆を
提示する。

技術的オプション

　燃料効率を高め、CO2排出量を減らす目的で開発または検討
中の技術オプションは、代替燃料、クリーンエンジン技術、電動
化の3グループに分類できる（図表1参照）。

代替燃料　代替燃料には圧縮天然ガス（CNG）、第2世代バイ
オ燃料、水素などがある。このうちCO2削減に大きく貢献しそう
なのはCNGと第2世代バイオ燃料だと我々は考えている。たと
えば、CNGを使えば、CO2排出量を最大で25％削減できる。し
かし、CNGを使用する場合の最大の懸念点は、自動車に追加
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装備するガスタンクと、必要なガス補給用インフラにかか
る多額の投資を、どのように調達するかである。第2世代
バイオ燃料と呼ばれるディーゼル用のバイオマス液化燃
料（BTL）やガソリン用のバイオブタノールなども、CO2排
出量を最大で90％削減できることから注目される。しか
も、この第2世代バイオ燃料は従来のガソリンやディーゼ
ル燃料と混合して使うこともでき、このやり方で、既存車両
のCO2排出量を徐々に減らしていくことができる。水素燃
料エンジンは総合熱効率が低く、しかも、インフラと燃料
電池に莫大な投資が必要になるので、今後10年ほどは、商
業的に成功するとは考えにくい。全般的にCNGや第2世代
バイオ燃料のような代替燃料を使ってCO2排出量を大幅
に削減するためには、エネルギー業界などが多額の投資を
行うとともに、なお一層の技術的進歩を果たす必要がある。
一方、自動車業界は、代替駆動システムの開発に重点的に
取り組む必要がある。中でも有望なのは、クリーンエンジ
ン技術と電動化である。

クリーンエンジン技術　CO2排出量を大幅に削減する
上で、費用対効果が最も高いのはエンジンの改良だろ
う。こうした技術には、ガソリン車やディーゼル車での直
接噴射、ターボチャージ方式によるエンジン排気量の低
減、エンジン内部抵抗の低減などがあり、CO2排出量を1

パーセントポイント減らすごとに70～140ドルのコストが
かかる。いくつかの技術を組み合わせれば、ガソリン車
用のエンジン1台当たり2,100ドルの追加コストで、燃料
効率を最大20％向上できる。また、ディーゼル車向けエ
ンジンでは1台当たり約1,400ドルの追加コストで燃料効
率が10％向上する。燃料効率の改善に応じてCO2排出
量も減ることになる。

電動化　部分的または全面的に電気に依存する駆動シス
テムを使えば、クリーンエンジンより、さらに大幅にCO2排
出量を削減できる。ただし、コストは割高で、CO2排出量を
1パーセントポイント減らすごとに140～280ドルかかる。最
大のコスト決定要因は、高価なバッテリー、とりわけ、リチ
ウムイオン電池のコストである。それでもなお、進化の流れ
が最終的に行き着く先は、EVである。

　電動化の流れの中で、現実的な第一段階となるのがマイ
ルドハイブリッド車である。これには小型の電動モーター
が搭載され、発進時や停止時にサポートするとともに、ブ
レーキをかけた時に発生するエネルギーを利用したバッテ
リーの充電や、加速の補助に使われる。マイルドハイブリッ
ド車のCO2排出量削減効果は10～15％程度で、追加コス
トは比較的高め（車1台につき約2,100ドル）である。その
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図表1. エコカーの進化のステップ

注: 1.圧縮天然ガス
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ため、発展の中間段階という位置づけだと我々は認識して
いる（図表2参照）。

　次の段階に来るものがフルハイブリッド車である。バッ
テリーと電動モーターがいずれもマイルドハイブリッド車よ
り大型で、電力で発進し、加速を補助し、低速時には電力
で走行する。現在のところ、フルハイブリッド車は従来型
のエンジンのみを搭載した車と比べて、製造コストが7,000
ドルほど余計にかかる。だが、ハイブリッド車用コンポーネ
ントのコストは毎年約5％ずつ下落すると見込まれるため、
2020年にはフルハイブリッド車の増分コストは約4,000ド
ルに落ち着くだろう。そのころには、エンジンをさらに最適
化するよりも、フルハイブリッド車の方が経済的なソリュー
ションになる。また、CO2排出量の削減効果は25～30％で、
排出量を1パーセントポイント減らすためにかかるコストは、
2020年までに130～160ドルに下がると見込まれる。

　フルハイブリッド車よりさらに進んだ段階がプラグインハ
イブリッド車である。搭載されるバッテリーがさらに大型
化し、配電網から充電できるようになる。

　また、レンジエクステンダーというタイプもある。ハイブ
リッド車に似ているが、電動モーターとエンジンの役割が
逆転し、通常は電動モードで走行する。高効率の小型エン
ジン（航続距離延長装置）を搭載し、ここからバッテリー
を充電することで長距離走行を可能にしている。充電用イ
ンフラが未整備でも、この方式なら市街地走行における
EVの長所と、長距離走行能力とを併せ持つことができる。

　電動化の最終段階がEVである。動力源は、配電網から
取り込み、大型バッテリーに蓄える電気だけである。エネ
ルギー密度が高く、持続時間が長いリチウムイオン電池が
搭載される可能性が高い。だが、まだ生産量が少ないの
で、現在のところ、リチウムイオン電池のコストはキロワット
時（kWh）当たり約2,000ドルである。業界エキスパートは、
このコストが2020年までにキロワット時当たり500～700
ドルに下がると見込んでいる。キロワット時当たりコストが
700ドルとしても、電力で80マイル（約130キロメーター）
走行するのに必要な20kWhのバッテリーは、依然として
14,000ドルもすることになる。もちろん、バッテリー技術に

さらなる画期的進化が起これば、こうしたコストは劇的に
変動しうる。

　EV化で実際にCO2排出量がどのくらい減るかという点に
ついて、これまでいくらか混乱があった。この問いに対する
答えは、ほかの技術の場合よりも複雑である。EVの電気シ
ステム自体はCO2を一切排出しないが、搭載バッテリーに
充電するための電力を発電する際にCO2が排出されるか
らである。発電の世界市場を分析したところ、たとえば、中
国やインドでは現在であれ、2020年であれ、従来型のガ
ソリン車やディーゼル車をEVに置き換えたところで、CO2

排出量が減る見込みはほとんどなさそうだ。こうした国々
ではCO2を大量に排出する発電方式に頼る割合が高いた
め、エネルギーの採掘から燃料を製造し、燃料タンクに充
填され、走行にいたるまでの効率を示す、「ウェル・トゥー・
ホイール（well-to-wheel）」という基準で見れば、EVでも
従来型のエンジン搭載車でもほぼ同量のCO2が排出され
るからである。

　一方ヨーロッパでは、再生可能エネルギーと原子力エネ
ルギーを使用しているおかげで、発電方式がはるかにク
リーンな構成になっており、EVのCO2排出量は、従来のガ
ソリン車より55～60％少ない。再生可能エネルギーによる
電力（風力発電による電力など）の比率が高まるとともに、
CCS(二酸化炭素回収・貯留)など新技術の利用がさらに
進むにつれて、今後10年間で、発電に伴うCO2排出量はさ
らに減ることになる。

総所有コスト（TCO）へのインパクト　以上のような
技術オプションの消費者にとっての魅力度はどうなのだ
ろうか。「総所有コスト（Total Cost of Ownership, 
TCO）」が消費者の購買の意思決定を左右する重要な
基準であることが、最近の調査で確かめられている。そ
こで、我々は各競合技術について、現在および2020年
にドイツで自動車を購入した場合に想定される5年分の
TCOを、原油価格の関数として分析した。試算の前提と
して、平均走行距離は年間9,000マイル（約14,500キ
ロメーター）で、現行税制は変更されないものとした。ま
た、試算には自動車の減価償却費、燃料と電力の消費
に伴うコスト、バッテリーのコスト、付加価値税、CO2関
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図表2．電動化のCO2削減効果は大きいが、コストも割高

注: 1.Homogeneous charge compression ignition （予混合圧縮着火） 
　  2. CO2 削減効果はすべてガソリンエンジン車との比較
　  3. 炭素強度586 g/kWhで発電と仮定
出所: BCG 分析
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連税額を織り込んだが、保険や維持費は考慮していな
い（図表3参照）。

　この試算によれば、クリーンディーゼル車が今後も非常
に魅力的な商品であり続ける。その2020年のTCO（5年
分）は、原油価格がどんな水準にあってもクリーン型のガ
ソリン車を下回る。ハイブリッド車のTCOは、原油価格が
1バレル当たり70ドル前後を越えるとガソリン車を下回るよ
うになり、1バレル約170ドルに達するとクリーンディーゼル
車より低くなる。

　これに対して、EVは補助金がない限り、TCOの観点
から見て、2020年になっても消費者にとって相対的に
魅力が乏しいままと見込まれる。バッテリーのコストはキ
ロワット時当たり700ドルと想定されるが、これでは原油
価格が1バレル280ドルに届くまでは、クリーンエンジン
を搭載した自動車やハイブリッド車と比べてEVのコスト
は割高になる。バッテリーのコストがキロワット時当たり
500ドルという非常に低い水準に下がって初めて、原油
価格が1バレル当たり100～120ドルというレベルでEVに
も勝ち目が出てくる。価格水準や燃料税制の違いによる

変動はあるものの、中国、日本、アメリカについても同様
の結果が得られた。

　EVのTCOを消費者にとって魅力的な水準まで引き下
げるには、補助金が重要な役割を果たすのは明らかだ。一
部の国は、すでにそうした補助金を導入している。たとえば、
現在、フランス政府はEVの所有者に対して、7,000ドル相
当の補助金を支給している。その結果、1バレル当たり60
～80ドルという現在の原油価格でも、EVのTCOは魅力的
である。同様の補助金は、デンマークやイスラエルでも導
入されている。

2020年のシナリオ

　このような技術の進化は、2020年における自動車業界のあ
り方に大きな影響を与える。ボストン コンサルティング グルー
プ（BCG）では、各地域の平均走行距離、CO2規制、税制、導
入が想定される技術を考慮したうえで、2008年から2020年
に至る世界の4大自動車市場―西ヨーロッパ、北アメリカ、
日本、中国―の駆動システム別市場モデルを作成した。

30,000

5年 TCO(ドル)

 5年TCO予測: 原油価格によりTCOに基づく魅力度は変化 （ドイツを対象としたシミュレーション）
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2008年の 原油価格レンジ

電気自動車 バッテリー容量20kWh (700$/kWh)

電気自動車 バッテリー容量20kWh (500$/kWh)
クリーンガソリン車(2020年） クリーンディーゼル車（2020年） ハイブリッド（2020年）

図表3. TCO（総所有コスト）シナリオ: 消費者にとって魅力的とはいえない電気自動車

注: 推計のベースとなる車：ガソリン車: ゴルフ 1.6　コンフォートライン; ハイブリッド車: ゴルフ　パワーシフトハイブリッド; 電気自動車: 130-150 km レンジ、ベースとなるガソリン車、ハイブリッド車と同レベル
　  の性能; クリーンガソリン車: ターボチャージ、直噴方式; クリーンディーゼル車:コモンレール式高圧直噴方式(圧力> 2.000 バール) 、排出ガス中の NOx除去後処理システム装備; すべての車両は年間走行
　  距離9,000マイルとする。 
出所: BCG 分析
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　将来の駆動システムの構成に影響をおよぼす主な要
因は、政府による「プッシュ」と消費者からの「プル」であ
る。政府によるプッシュは、アメリカのCAFE（企業別平
均燃費）基準や、ヨーロッパで義務付けられているCO2

排出目標のように、完成車メーカーに対するサプライサイ
ドの規制の形で行われる。また、政府は完成車メーカー
と消費者の双方に対して、インセンティブを与えることもで
きる。たとえば、2008年7月、スペイン政府は一連のエネ
ルギー消費抑制策の一環として、スペイン国内を走るEV
とハイブリッド車を2014年までに100万台にするという目
標を発表した。現在、スペイン政府はこうした自動車の開
発、生産、販売を促進する方法について、完成車メーカー
と交渉を進めている。

　我々はサプライサイドの規制の効果を見積もるため、自
動車セグメント別および自動車市場全体について現在の
CO2排出量を算出した上で、その結果を、対応するセグメン
ト・市場の2020年の目標値と比較した。また、消費者から
のプルの効果を見積もるため、主としてTCOに着目し、基
準となる従来型エンジン搭載車のTCOと、次世代技術を
用いた自動車のTCOを計算した。その上で、TCOの差に基
づき、想定される市場浸透度を判断した。

　こうした分析とは別に、2020年に向け、気候変動とCO2

に対する社会的関心が「鈍化」、「着実に上昇」、「加速」
の3つのシナリオを策定した。

シナリオ1： 鈍化　原油価格が1バレル当たり60ドルに
下落。このシナリオでは、エネルギー安全保障上の懸念
が薄れ、気候変動に関する社会的関心も弱まり、もはや
自動車業界を「地球温暖化の主因」として厳しく監視する
動きもない。

シナリオ2： 着実な上昇　気候変動への懸念が強まり、
市民が自分の車のCO2排出量をますます気にかけるように
なる。原油価格は1バレル当たり約150ドルに上昇し、エネ
ルギー安全保障に関する懸念が広まる。各国政府はCO2

排出量を削減するために現行法制を強化するとともに、エ
コカーの購入者に対する税制優遇措置を設ける。

シナリオ3： 加速　いまや政府、民間企業、市民などあら
ゆるステークホルダーが、CO2排出量の削減が喫緊の課題

であることを実感している。政府はCO2排出量に対してさ
らに厳しい規制を導入するとともに、エコカーを利用する市
民に対して、高水準の税制優遇措置を施す。1バレル当たり
300ドル前後という原油価格が、燃料効率の高い自動車に
乗り換える強いインセンティブになる。

2020年の見通し

　この3本のシナリオのどれを見ても、モデル化の対象と
なった4地域すべてにおいて、2020年時点では依然とし
て市場の主流はエンジン搭載車である。ハイブリッド車、
レンジエクステンダー、EVなど次世代技術を採用した自
動車の市場シェアは、合計で12％（「鈍化」のシナリオ）
から45％（「加速」のシナリオ）の範囲に達する。我々は、
2020年の実態として最も可能性が高いのは「着実な上
昇」のシナリオであり、その場合、次世代技術全体で28％
の市場シェアを獲得すると見ている（図表4参照）。

　市場セグメントの観点で見ると、EVが最も導入されそう
なのはシティカーのセグメントである。EVはこのセグメント
で、もっぱら市街地での足となる小型シティカー（例えばダ
イムラー〈スマート〉）として導入されるだろう。「着実な上
昇」のシナリオでは、ここで取り上げた4地域全体で、2020
年にシティカーの約18％がEVになると見込まれる。これ
と対照的に、おそらく小型車セグメント（例えばフォルクス
ワーゲン〈ゴルフ〉）では、最も多彩な方式が使われる。す
なわち、ハイブリッド車が広く普及してシェアが20％を超す
一方で、レンジエクステンダーも約7％を占めるだろう。レン
ジエクステンダーはエンジンが必要となる代わりに、走行
距離の制約を受けることなく、EVのメリットを提供できる。
EVは走行距離に制約があり、都市間の充電用インフラが
整備されないと市内走行しかできないので、小型車セグメ
ントで果たす役割は限定的となるだろう。これより大型の
車種では、ハイブリッド車が18～26％という比較的高い市
場シェアを獲得する可能性があるのに対し、EVやレンジエ
クステンダーは低いシェアにとどまると見込まれる。

　販売台数で見ると、2020年には中国、日本、北アメリカ、
西ヨーロッパでのEVの販売台数は150万台となると見込ま
れ、この4地域の自動車市場全体の約2.7％に相当する。さ
らに、レンジエクステンダー型の販売台数も150万台で、市
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場全体の約2.7％を占める。また、マイルドハイブリッド車と
フルハイブリッド車を合わせたハイブリッド型の市場シェア
は約20％に達し、あらゆる次世代技術の中で最大のシェ
アを占めると考えられる。これらの方式にCNGを燃料とす
る自動車を加えると、2020年に4地域の市場で販売される
自動車のうち、次世代技術を活用した動力によるものが全
部で約28％を占めると推定できる（図表5参照）。

各ステークホルダーへの示唆

　だれがEVのコストを負担することになるのだろうか。計画
中のCO2排出量削減は、とても高くつくものである。たとえば、
BCGの試算によれば、「着実な上昇」のシナリオにおいて次
世代技術を用いた自動車の構成比が前述のようになると、そ
れに伴う追加生産コストは、2020年のヨーロッパだけで490
億ドルという驚異的な金額に達する。しかも、バッテリー充電
用のインフラ（住宅、ホテル、ショッピングセンターに近接する
充電ステーション）を整備するため、2020年までに、さらに合
計210億ドルの追加投資が必要になる。このコストを、主要ス

テークホルダー間で分担する必要がある。現在から2020年
までの駆動システム市場のダイナミクスを理解するには、各ス
テークホルダーの動きを左右する要因と、各ステークホルダー
の想定される反応を考察するのが有効である。

政府機関　どんなに国民思いの政府であっても、制度上
の限界に直面する。政府のメンバーは、選挙のサイクルや
任期で決まる短い時間枠の中で活動しながら、政治や経
済に関して長期的な公約を交わさなければならない。駆動
システムに関しては、CO2排出量と原油消費量を減らすと
いう決定を規制当局が下し、その実現に向けて、自動車業
界に対して大きな負担を課してきた。だが、このコストをだ
れが、どのように負担するかは明確にされていない。規制
当局にとって次のステップとして重要なのは、この追加の負
担義務を認識し、ステークホルダー全員に適切なインセン
ティブを提供することである。製品のCO2排出量を減らす
ように促す完成車メーカー向けのインセンティブだけでな
く、次世代駆動システム搭載車の購入を消費者に促すイン
センティブや、電力業界や第三者をインフラ投資に駆り立
てるインセンティブが求められている。
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2020年の新車販売台数の駆動システム別構成予測  (％)

西欧 北米 日本 中国 全市場シェア  (％)

シナリオ

❶ シナリオ 1 – 鈍化 圧縮天然ガス（CNG）車 ハイブリッド車

❷ シナリオ 2 - 着実な上昇 ディーゼル車電気自動車 (EV)
❸ シナリオ 3 – 加速 ガソリン車レンジエクステンダー 車

図表4．2020年時点ではエンジン搭載車が市場の主流

出所: BCG 駆動システム市場モデル
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完成車メーカー　我々の見解では、完成車メーカーは次
の3点に重点的に取り組む必要がある。まず、効果的なサ
プライ・ネットワークを確保し、ネットワーク全体にわたり確
固たるノウハウを構築すること。次に、魅力的なバリュープ
ロポジション（価値提案）を消費者に提示すること。そして、
非常に複雑なR&Dポートフォリオをうまくマネジメントする
ことである。原材料、生産能力、バッテリー技術それぞれ
に対するアクセスを確保することが、決定的に重要になる。
バッテリー技術については、完成車メーカーはバッテリー・
メーカーとの提携を目指すべきである。たとえば、トヨタ自
動車とパナソニック、フォルクスワーゲンと三洋電機、サムス
ンとボッシュ、ルノー・日産とNECのように、すでに協力関
係を結んでいる事例もある。

　完成車メーカーの第2の課題は、自社のバリュープロポ
ジションが確実に市場で支持を得るようにすることである。
そのためには、購入者がEVを利用できるインフラを適切
に整備する必要がある。また、購入価格とTCOの両方が、
従来型の自動車と比べて魅力的であることも欠かせない。

　必要なインフラを提供するとともに、新たなビジネスモデ
ルを創出するため、すでに投資家や電力会社と直接、提携
関係を築いている完成車メーカーもある。たとえば、トヨタ
自動車はEDF（フランス電力公社）と手を組み、充電イン
フラを活用したプラグインハイブリッド車の公道実証試験
を実施するとともに、革新的な充電・請求システムの構築
を手がけている。また、ルノーと組んだベタープレイスとい
うアメリカの新興企業は、EV向けのグローバルな充電用イ

ンフラの構築に取り組んでおり、2011年にデンマークとイ
スラエルで導入される予定である。ベタープレイスの計画
によれば、ドライバーは充電ステーションで再充電するか、
バッテリー交換ステーションで空のバッテリーパックを満
タンのバッテリーパックと交換できるようになる。後者が実
現すれば、ドライバーは再充電のために長 と々停車すること
なく（現在は4～8時間かかる）、さらに長距離を走行でき
るようになる。各種の斬新なビジネスモデルの実現可能性
は未知数だが、ここで取り上げた例を見れば、型破りな市
場モデルがEVの商業化に恩恵をもたらす可能性があるこ
とは間違いない。

　完成車メーカーの現行のR&Dポートフォリオは、次世
代駆動技術と車種のラインアップ拡張に重点を置いてい
ると考えられるが、金融危機とその後の景気低迷のなか
で、そのマネジメントが極めて重要になっている。もちろ
ん、R&Dマネジメントではコストや収益性などの経済的変
数に細心の注意を払わなければならないが、それと同時
に、開発中の技術が持つCO2削減能力の可能性も大いに
重視すべきである。

　強力な提携関係、革新的なビジネスモデル、最適化され
たR&Dポートフォリオが揃ったとしても、消費者の心をつ
かむEVのバリュープロポジションを、完成車メーカー単独
で生み出せるとは思えない。完成車メーカーは規制当局に
対して、政府が他のステークホルダー―主に電力会社と
消費者―にインセンティブを提供し、必要なインフラと有
望なビジネスモデルの創出を支援しなければならないこと
を、はっきりと訴える必要がある。

バッテリー・メーカーと部品メーカー　リチウムイオン技
術に重点的に取り組むバッテリー・メーカーや部品メー
カーにとって、今後10年間は、とてつもない成長機会にな
る。なぜなら、ハイブリッド車やEVを真の代替自動車にす
るために、自動車業界はエネルギー密度を高めた、安価
で信頼性が高く安全なバッテリーを必要としているからで
ある。この成長機会を現実のものとするため、バッテリー・
メーカーは電池メーカーからシステムサプライヤーに進化
することが欠かせない。その目標に向けて、バッテリー・
メーカーはEVの全体的な市場環境と必要要件に対する理
解を深める必要がある。一次部品メーカーや完成車メー
カーと緊密な関係を築くことも、不可欠なステップである。
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出所: BCG 駆動システム市場モデル

図表5．2020年の新車販売台数予測
          ハイブリッド1100万台、
          電気自動車とレンジエクステンダーで300万台

圧縮天然ガス（CNG）車

電気自動車（EV）

レンジエクステンダー

ハイブリッド

ディーゼル

ガソリン

計

｢着実な上昇｣シナリオを前提とした
2020年の市場別推定新車乗用車販売台数 (百万台)

西欧 北米 日本 中国 全市場計
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　同時に、バッテリー・メーカーは原材料やバッテリー用コ
ンポーネント（電池膜など）の供給を確保するため、川上で
の統合や提携の機会を追求すべきである。というのも、ひ
とたびEV市場が急成長を始めれば、こうした資材が供給
不足に陥る可能性が高いからである。契約価格での生産
供給を果たすには、川上のバリューチェーンを確保するこ
とが不可欠だ。

電力会社　EVが、単に大きな車庫を持つ都市住民向けの
セカンドカーとしてではなく、市場に広く普及するためには、
公共の充電用インフラを整備することが欠かせない。現在、
4～8時間かかる充電所要時間を大幅に短縮できれば別
だが、そうでなければドライバーが自宅または自宅の近くで、
旅行中ならホテルで、あるいは、映画館やショッピングセン
ターのような場所で、自分の車に充電できるような充電用
インフラが各地域で普及する必要がある。

　しかし、公共の充電用インフラについて採算のとれる事
業計画を策定することは難しい。電力会社側の収入はあま
り増えず、投資が多額で、リスクが大きいからである。たと
えば、ドイツの自動車全体の10％（550万台）がEVになっ
ても、ドイツ国内の総電力需要はわずか1.7％しか増えな
い。EVをサポートするために必要となる新インフラのコスト
を電力会社が負担し、そのコストを15年間で償却する場合、
EVの充電向けの電力の価格を2倍以上に引き上げなけれ
ばならない。だが、そうなれば消費者にとって、EVの魅力
が薄れてしまう。しかも、その後で迅速な充電（15分以内）
を可能にするような技術進歩が起これば、ガソリンスタン
ドで充電できるようになり、その結果、住宅の近くや、その
他の場所に高いコストを投じて設置したインフラが時代遅
れになってしまう。こうした状況にある以上、政府が強力な
インセンティブを提供するとともに、完成車メーカーが明
確な技術ロードマップを示さない限り、必要な充電用イン
フラに電力会社が投資するとは考えにくい。

消費者　TCOで見て経済的優位性が生まれない限り、ほ
とんどの消費者はEVに大幅な価格プレミアムを支払おう
としないことが、最新のグローバルな消費者調査で判明し
た。だが、当然のことながら、消費者が完全に論理的理由
に基づいて購入の意思決定をすることはめったにない。原
油価格の高騰に対する心配や、環境悪化に対する懸念と

いった心理的要因が、TCOが割高でも一部の消費者をEV
の購入に向かわせる可能性がある。一部のニッチセグメン
トの消費者が、こうした判断からアーリー・アダプター（初
期採用者）になると考えうる。しかし、EVが広く採用される
ためには、TCOで優位に立つことが前提になる。

　自動車の燃料効率を高めることでCO2排出量を削減す
るという目標を達成しようとすれば、すべての完成車メー
カーは、EVを製品ポートフォリオに不可欠な要素として組
み込む必要がある。だが、この持続可能な新方式は、完
成車メーカー単独で軌道に乗せられるものではない。現
在、EV向けに魅力的なインセンティブ制度を構築中のデ
ンマーク、フランス、イスラエルなどの国々は、自国の自動
車業界と電力業界に非常に大きな競争力をもたらす可能
性がある。他国政府も、消費者にEVの購入を促し、電力会
社や投資家に必要なインフラを手ごろな価格で提供するよ
う促すインセンティブを速やかに提供することが求められ
る。EVは過去に何度かブームがあったが、普及には至らず
に終わった。普及のために必要な条件が整わなければ、ま
たもや出だしで頓挫しかねない。

 Michael Book
 Xavier Mosquet
 Dimitrios Rizoulis
 Georg Sticher

原題：The Comeback of the Electric Car?: How Real, How 
Soon, and What Must Happen Next

Michael Book
BCGデュッセルドルフ事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター
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Opportunities
for Action

基本に立ち返る： 
太陽光発電市場　勝ち残りのカギ

　太陽光発電（PV）のグローバル市場は大きく様変わりした。
2003年から2008年にかけては、投資や導入を促進するための
各国政府による奨励策が数々制定されたことにより急成長を遂
げた。この間の太陽光発電装置の設置件数は、年率50％を上回
る勢いで増加した。同業界のリソースと生産能力の両面のボトル
ネックにより増大する需要に応じきれなかったが、全ての需要に
対応できていたなら、成長率はさらに高いものになっていただろ
う。しかし、状況は一変した。世界的な景気後退にスペインにお
ける法規改正の影響もあいまって、市場は供給過剰に陥った1。

　押し寄せる需要の追い風は去った。ボストン コンサルティング 
グループ（BCG）の分析では、2010年代前半には供給キャパシ
ティが需要を70％ほど上回ると予想される。また、需要を地域別
に見ると、2007年には積極的な奨励策を実施したドイツとスペ
インで7割を占めていたが、今後はアメリカや他の先進国、新興
国市場の伸びが見込まれ、大きな変化が想定される。こういった
市場構造の変化のなかで、今後1～2年の競争優位の源泉となる
のは、相対的コスト・ポジション、主な市場セグメントとチャネル
の理解、そして営業・マーケティングの巧拙である。つまり、PV業
界の企業は、既存企業であれ新規参入企業であれ、基本に立
ち返る必要がある。

ビジネスモデルとオペレーションの再評価

　今日の市場の厳しい現実のなかで単に生き延びるだけでなく
成長するには、PV企業は、自社のビジネスモデルとオペレーショ
ンを厳格に再評価する必要がある。まず、コストと収入の両面に
ついて根本的な問いを自問すべきである。

1スペイン政府は2005年、再生可能エネルギー奨励策の一環として、PV生産
能力増強のための投資の促進を狙って、主に保証価格に基づく積極的な奨
励策を設けた。これが過剰な投資を招く結果となった。生産能力が急増し、
2008年には、スペインは世界のPV市場の実に43％を占めるまでになった。
投資の流れを抑えるために、政府は2008年、奨励策を段階的に縮小し、新し
く導入する設備の発電容量に上限を設けた。
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　コスト面では、調達、内製か外部調達かの判断、製
造、サプライチェーンなどあらゆる領域について包括的
に検討する必要がある。具体的には次のような点を自
問すべきである。

◇  ポリシリコン（高純度多結晶シリコン）調達戦略を、現
在の市場環境にあわせて調整しているか。

◇  最新のコストの実状を踏まえて、設計上の選択肢を再評
価する必要はないか。

◇  内製か外部調達かの戦略は、バリューチェーンの全段
階において最適なものになっているか。

◇  製造バリューチェーンの全工程において、十分な規模が
あるか。

◇  過剰在庫、および、在庫不足を最小限にするために、サ
プライチェーンを最適化しているか。

　収入面で答えるべき問いとしては次のようなものがあ
げられる。

◇  マーケティング・営業の組織能力は、他社と差別化でき、
競争優位をもたらしているか。効果をさらに高めること
はできないか。

◇  自社は、最も魅力的な市場を追求し、そこに最適な製品
とソリューションを提供しているか。

•  市場を効果的にセグメンテーションしているか。営
業・マーケティング戦略は、顧客のニーズに対する深
い洞察に基づいたものになっているか。

•  補助金制度の変更や、電力会社の参入の増加、政府
の市場刺激策、需要と供給の地域別構造などの要因
に対して、自社のターゲット市場や製品ソリューション
は最適化されているか。

•  価値を最大化するために、世界で通用するプライシン
グ戦略をとっているか。

　勝者となるのは、コストおよび収入の両面同時に、かつ
コスト効率よくオペレーションを最適化できる企業であ
る。次に、どうしたらこれらのゴールに到達できるかを考
えてみよう。

調達マネジメントの見直し

　コスト・ポジションを大幅に改善するために、PV企業は
調達・購買の見直しに早急に取り組まなければならない。
たとえば、主にポリシリコンを扱う企業は、供給戦略を再
評価するとともに、短期および中期の購買の選択肢を見直
すべきである。短期的には、バリューチェーンのさまざまな
段階について、内製と外部調達の比較分析を行い、高コス
ト国で比較的小規模な生産設備を使用し続けるのと、低コ
スト国の大規模な生産施設にアウトソースするのと、どちら
がよいかを決定しなければならない。中期的には、サプライ
チェーンを再設計し、バーチャルな形で垂直統合する手法
の潜在的価値を評価する必要がある。

　着目すべきは、需要が生産能力を上回っている間は、多
くのメーカーは、コストを最適化できるようモジュールを設
計する時間がなかったという点である。結果として、それ
らのモジュールはひとつの調達先からのカスタマイズされ
た部品を使用していた。そのため、PV企業にとっては20
～500％に及ぶ大幅なコスト増になっている可能性がある
（例をあげれば、特殊電源ケーブルのコストは、業界標準
ケーブルのコストの5倍もする可能性がある）。PV企業は、
調達、エンジニアリング、マーケティングの人員を巻き込ん
だ機能横断チームで、コスト削減を念頭において製品を再
設計すべきである。同時に、調達部門の役割は、単なる発
注窓口から、設計プロセスに重要なアイデアやアドバイスを
提供するパートナーへとシフトすることが求められる。

生産の最適化

　最上位クラスの競合企業は、高コスト国の小規模設備
で生産している企業に比べて著しいコスト優位性を享受
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している。したがって、スケールメリットや、低コスト国の
活用による要素費用（特に人件費とエネルギー・コスト）
の低減を実現することは、今後の競争優位構築のため
に不可欠であろう。生産のリーン化も併せて進めること
により、規模と低コスト国での製造によるコスト優位性
は、さらに大きな意味を持つ可能性がある。また、有望
な製造技術が数多く開発されつつあり、これらにより、コ
ストの増加を大幅におさえられる可能性がある。

スケールメリットと要素費用節減　規模と要素費用の低
さは、バリューチェーンの各段階にインパクトをもたらす
（図表1参照）。たとえば、BCGの分析では、ポリシリコ
ン製造におけるスケール効果により、2万トンのポリシリ
コンを生産するPV工場は、5,000トン生産する工場に比
べて、5～15％の単位原価メリットがある。さらに、低コス
ト国の活用による人件費やエネルギー・コストの節減によ
り、これらのコストは15～25％下げることができる。この
2つを合わせれば、つまり低コスト国で最適な規模で工
場を稼働させれば、ポリシリコン製造における単位原価
を20～35％低減できる可能性がある2。

　PVウエハーメーカーも同等の削減を達成することが
可能である。400メガワットの工場は、スケール効果に

より、100メガワットの工場に対して加工単価の15～
25％のメリットがある。さらに、低コスト国で得られる
要素費用の削減分は、10～20％におよぶと見込まれる。
合計すると、規模および要素費用の節減により、ウエ
ハー製造の加工単価で25～35％の優位性を得られる
可能性がある。

　PVセル工場は、より労働集約型で、ポリシリコン工
場やウエハー工場に比べて、必要なエネルギーは少な
いが、状況は大きくは変わらない。400メガワットのセ
ル工場は、100メガワットの工場に比べて、加工単価に
20～30％のメリットがある。低コスト国のセル工場にお
ける人件費の節減も10～20％になり得る。結果として、
低コスト国で最適な規模で稼働するセル工場は、高コ
スト国の小規模な施設に比べて30～50％の加工単価
メリットがある。

　PVモジュールメーカーでも、規模はコスト優位性につ
ながるが、その程度は少し下がる。モジュール製造にとも
なうコストの大部分は、ガラス、回路基板、金属等の材
料によるもので、調達規模を拡大しても節減の可能性は
限られるからだ。しかし、モジュール製造は労働集約性
が高いため、低コスト国の活用により人件費を大幅に削
減できる可能性がある。実際に、低コスト国を活用する
モジュールメーカーは、人件費だけで加工単価を25％も
節減することが可能である。

　全ての既存企業にとって、スケールメリットと要素費
用削減を実現することはますます重要な目標となるだろ
う。低コスト国で最適な規模で生産する企業は、製造コ
ストを削減し続け、健全な収益性をあげると同時に、市
場価格を押し下げ、既存企業に圧力をかける。たとえば
2012年までに、ポリシリコン製造において、中国など低
コスト国の十分な規模を持つ新規参入企業は36％以上
の利益率をあげ、一方、小規模企業や高コスト国の企業
は、資本コスト分の収益をあげることに苦労することに

スケール
メリット

要素費用
削減

総合的コスト
削減余地1

ポリシリコン2 5–15 15–25 20–35

ウエハー3 15–25 10–20 25–35

セル3 20–30 10–20 30–50

モジュール <10 15–25 20–30

メーカー
タイプ

注：1 .ポリシリコン、ウエハー、モジュールの生産においては、スケールメリットと要素費用
削減に一部重複がある。このため、コスト削減余地の合計はこれら2つの方法で削減可
能な割合の合計より若干低くなる。
2 .ポリシリコンにおける推計値は製造能力20,000トンの工場と、5,000トンの工場の比
較により割り出した。
3.ウエハー、セルにおける推計値は400メガワット規模の工場と100メガワット規模の工
場の比較により割り出した。
出所：BCG分析

図表1.　メーカータイプ別コスト削減ポテンシャル

2ポリシリコン、ウエハー、およびモジュールの生産では、スケールメリットと要
素費用削減に一部重複がある。このために、削減余地の合計は、これら2つ
の方法で達成できる可能性のある各節減分の合計よりは若干少なくなる。
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なると我々は予測している（図表2参照）。既存企業が
生き残るためには、世界クラスの自社設備を創設するか、
バリューチェーンを見直す必要があるだろう。

リーン技術の活用　製造コストは、的を絞ったリーン化
の取り組みによってさらに削減することができる。我々
がお手伝いした経験では、リーン・プログラムをうまく実
行すれば、生産サイクルの時間と費用を半減させ、生産
性を最高30％向上させることができる。しかも、この削
減のほとんどは短期間に達成できる。「リーン生産方式
への転換」と「低コスト国での最適規模の設備での統合
生産」に同時に着手した企業は、40％を上回る単位コス
ト削減に成功している。

新興技術の活用　PV企業にとって、新しい製造技術は、
ゲームのルールを変える可能性を秘めている。たとえば、
ポリシリコンの製造では、流動層反応器を利用すれば設
備投資を大幅に節減できる。さらに、析出過程における
エネルギー・コストを90％削減することができる。これは
つまり、従来の製造方法と比べて、加工費15～25％に匹
敵する額の削減となる。ただし、まだ草創期にあるこれら
の技術をうまく活用するには、導入にともなうリスクや課

題を慎重にマネジメントする必要がある。新技術への投
資から得られるプラス面と、リスク面のバランスをとること
が肝要である。これらを含むあらゆる要素を考慮に入れ
た効果的な製造戦略ロードマップを作ることも、基本に
立ち返ってやるべきことのひとつである。

サプライチェーン・プロセスの改善

　PV企業がここ数年の間、製造拠点のネットワークをグ
ローバルに拡大するにつれ、サプライチェーンの複雑性が
大幅に増した。各企業は、バリューチェーンの各段階で在
庫を抱えざるを得ない一方で、市場に出すまでの時間を
最小化しようとしている。

　しかし、供給が需要を上回った現在、各社ともシステム
費用を削減するために、サプライチェーンを再設計しなけ
ればならない。とりわけPVモジュールは、もはや即座には売
れないため、各社は需要予測モデルと在庫ストックパターン
を再評価しなければならない。我々の経験から、サプライ
チェーンを最適化すれば、在庫を20～40％削減することが
でき、同時に在庫不足も減らせることがわかっている。

FBR

0 100,000 200,000

100
1キロ当たりコスト（ドル）

40

60

80

20

2007年の需要

FBR FBR
FBR

FBR

既存企業 新規参入企業

最高レベルの生産設備を
保有するメーカーが
コスト優位性を享受

0 100,000 200,000
ポリシリコン生産能力（トン）

100

20

40

60

80

1キロ当たりコスト（ドル）

2012年の需要予測

2007年には需要が供給を上回り、
すべてのメーカーに利益が出る構造 

2012年に利益を出せるのは大規模メーカーのみ

ポリシリコン生産能力（トン）

注：2012年の原材料コストはインフレ率2.9％として算出。"FBR"は、流動層反応器を導入し低コスト化を図っているメーカー
出所:BCG分析

図表2. ポリシリコン業界の構造変化： 生き残りには生産コストの低減が必須

を示す。
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　最後に、PV企業は現在の経済環境を利用し、サプライ
ヤーと交渉してより有利な支払い条件に改めることで、正
味運転資本を削減すべきである。

営業・マーケティングの打ち手

　需要が数年間連続して供給を上回ったために、多くの
PV企業の営業部隊は、営業・マーケティングの生産性を
改善したり、顧客のニーズや需要の創出について理解を
深めたりすることよりも、注文を受け、供給可能な製品を
配分することに注力していた。いまや、PV企業は遅れを
取り戻すことを迫られている。営業・マーケティング戦略
を積極的に見直し、さまざまな打ち手をとる必要がある。
重要なセグメントを選び、そこに焦点をしぼって、これら
重要顧客のニーズと、さらにそのエンドユーザーのニーズ
をより深く理解すべきである。また、営業部隊の組織能
力向上や営業の生産性向上の取り組みに投資し、収益
を最大化するためにプライシング戦略を最適化し、マー
ケティング費用の配分をよりメリハリのついたものにする
ことも必要である。

　さらに、補助金制度や市場刺激策の影響により需要
の地域別構造は著しく変動する。PV企業は最近の主要
国の政策の大幅な変化に対応して、ターゲット地域を再
考し、また場合によっては新市場参入戦略を策定する必
要がある。今日の状況では、予想される補助金制度の変
化とその関連製品への影響を理解することが、商業的
成功を収め、収益性を向上させるために不可欠な要素の
ひとつである。

進むべき道

　長期的には、PV産業における成功はイノベーション
によるところが大きいだろう。しかし、これから1～2年
の成功、そして生き残りまでもが、「全面的な」基本へ
の回帰と、それを迅速に、かつうまく実行することにか

かっている。これは確かに難しい課題であるが、他に選
択肢はない。必要なことを行わなければ、消滅の危険
は避けられない。
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