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概 要

新型コロナの感染拡大が収まりつつあります。自動車を巡る次世代技術「CASE」の実現

が近づいており、CASEのうち、CはConnected（つながる車）、AはAutonomous（自動運転）、

SはShared&Services（シェアリング）、EはElectric（電動化）です。公道での完全自動

運転が難しいなか、規制が少なく実用化しやすい駐車場で前哨戦を繰り広げています。

また2020年に世界の自動車販売台数は1億台、人口は76億人を超えるものと見込まれ

ています。そのなかで自動車産業を大きく変える動きが始まっています。電気自動車（EV)

や人口知能(AI)が生み出した「EV」「自動運転」「つながる」の三つのキーワードが推進力

です。EV 化による自動車部品点数の減少や少子高齢化社会 の到来と若者の車離れなどの

懸念材料はあるものの、業界を超えた連携により市場は拡大しています。

車には「ヒト、モノを快適に「運ぶ」役割があります。移動することで、未体験の環境

の体験を繰り返せば、見る、聴く、話すなどの五感が鍛えられ、例えば気候、景色、街並

みなどの周りの環境が変化し、それに対応することで感覚が鋭くなります。新しいアイデ

アの質と量は移動距離に比例するとも言われています。全国都市交通特性調査では、高齢

者が車で移動する割合が増えている結果となっています。

内 容

※ 市場動向により内容を一部変更する場合があります

第Ⅰ章 モビリティ市場の将来と技術

1. 実証都市「スマートシティ」着工

1. 自動車を取り巻く次世代技術

2. 国内自動車産業を取り巻く課題

(1)世界／国内人口推移・予測

(2)地域別人口推移・予測

3. 自動運転車の動向と将来性

(1)自動運転車の定義と歴史

(2)自動運転車の開発動向（世界・企業）

(3)自動走行システム研究開発計画）

(4)自動運転車業界図（世界）

第Ⅱ章 環境対応車市場の動向と展望

1. 環境対応車（エコカー）の動向

2. 環境対応車業界図と市場動向

3．環境対応車市場の動向と展望

(1)環境対応車世界市場概況と動向

①電気自動車世界市場推移・予測（台数・金額）



②電気自動車世界メーカーシェア（台数ベース）

③電気自動車地域別市場推移・予測（台数）

⑤プラグイン車世界市場推移・予測（台数・金額）

⑥プラグイン車世界メーカーシェア（台数ベース）

⑦ハイブリッド車世界市場推移・予測（台数・金額）

⑧ハイブリッド車世界メーカーシェア（台数ベース）

⑨燃料電池車世界市場推移・予測（台数・金額）

⑩燃料電池車世界メーカーシェア（台数ベース）

⑪燃料電池車地域別市場推移・予測（台数）

(2)環境対応車国内市場概況と動向

(3)超小型電気自動車の概要と市場動向

(4)次世代商用車の概要と技術動向

①電気自動車国内市場推移・予測（台数・金額）

②電気自動車国内メーカーシェア（台数ベース）

③プラグイン車国内市場推移・予測（台数・金額）

④プラグイン車国内メーカーシェア（台数ベース）1

⑤ハイブリッド車国内市場推移・予測（台数・金額）

⑥ハイブリッド車国内メーカーシェア（台数ベース）

⑦燃料電池車国内市場推移・予測（台数・金額）

⑧燃料電池車国内メーカーシェア（台数ベース）

4．自動車国内外市場の動向と展望

(1)世界自動車市場概況と動向

①世界／国内自動車市場推移・予測

②地域別自動車市場推移・予測

③国別自動車市場推移・予測

④地域別自動車保有台数推移・予測

⑤世界自動車メーカーシェア（台数）

⑥世界商用車市場推移・予測（台数）

⑦世界商用車メーカーシェア（台数）

(2)国内自動車市場概況と動向

①国内自動車市場推移・予測（台数）

②国内自動車メーカーシェア（台数）

③国内乗用車市場概況と動向

④国内乗用車市場推移予測／シェア（台数）

⑤国内軽自動車市場概況と動向

⑥国内軽自動車市場推移予測／シェア（台数）

⑦国内トラック（普通・小型）市場概況と動向

⑧国内普通・小型トラック市場推移予測／シェア（台数）

⑨国内バス（大型・小型）市場概況と動向

⑩国内大型・小型バス市場推移予測／シェア（台数）



第Ⅲ章 充電インフラ市場の動向と展望

1．環境対応車用充電システム市場の動向と展望

(1)環境対応車用充電システムの最新動向

(2)環境対応車用充電システムの市場概況

①環境対応車用充電システム市場推移・予測（台数・金額）

②環境対応車用充電システム別市場推移予測（台数・金額）

③環境対応車用急速充電システム市場推移・予測（台数・金額）

④環境対応車用急速充電システムメーカーシェア（台数ベ－ス）

⑤環境対応車用普通充電器市場推移・予測（台数・金額）

⑥環境対応車用普通充電器メーカーシェア（台数ベ－ス）

2. 環境対応車用充電システム国内需要別市場予測

(1)環境対応車用充電システム国内需要概要

(2)環境対応車充電システム需要別市場予測（台数）

3. 環境対応車用充電システムの動向と展望

(1)充電システムと電気自動車

(2)充電システムの種類と動向

(3)プライベート充電システム

(4)パブリック充電システム

4. 地方公共団体等の動向

5. 環境対応車用充電器関連資料

(1)EV用急速充電器・普通充電器仕様

(2)CHAdeMO世界設置台数推移・予測

(3)CHAdeMO世界設置台数地域別シェア

第Ⅳ章 環境対応車用蓄電池市場の動向と展望

1. 環境対応車用二次電池の動向と展望

(1) 環境対応車用リチウムイオン電池の最新動向

(2)環境対応車用リチウム電池の技術概要と動向

(3)環境対応車用二次電池と自動車メーカーの提携関係

①環境対応車用リチウム二次電池世界市場推移・予測

②環境対応車別リチウム二次電池世界市場推移・予測

③環境対応車用リチウム二次電池メーカーシェア（金額）

④環境対応車用ニッケル水素電池世界市場推移・予測

⑤環境対応車用ニッケル水素電池メーカーシェア（金額）

2. リチウム二次電池関連材料の動向と展望

(1)リチウム二次電池関連材料の概要と動向

①自動車用リチウム二次電池関連材料世界市場推移・予測

②自動車用リチウム二次電池関連材料別世界市場推移予測

(2)正極材の技術・開発動向

(3)リチウム二次電池正極材関連メーカーの動向と展望



①株式会社田中化学研究所

②戸田工業株式会社

③日亜化学工業株式会社

・自動車用リチウム二次電池正極材世界市場推移予測／シェア

(4)負極材の技術・開発動向

(5)リチウム二次電池負極材関連メーカーの動向と展望

①JFEケミカル株式会社

②昭和電工マテリアルズ株式会社

③三菱ケミカル株式会社

・自動車用リチウム二次電池負極材世界市場推移予測／シェア

(6)電解質の技術・開発動向

(7)リチウム二次電池電解液関連メーカーの動向と展望

①宇部興産株式会社

②セントラル硝子株式会社

③三菱ケミカル株式会社

・自動車用リチウム二次電池電解液世界市場推移予測／シェア

(8)セパレータの技術・開発動向

(9)リチウム二次電池セパレータ関連メーカーの動向と展望

①旭化成 株式会社

②住友化学 株式会社

③東 レ 株式会社

・自動車用リチウム二次電池セパレータ世界市場推移予測／シェア

3. 環境対応車用キャパシタの動向と展望

(1)電気二重層キャパシタの技術概要と動向

・自動車用電気二重層キャパシタ世界市場推移予測／シェア

(2)リチウムイオンキャパシタの技術概要と動向

・自動車用リチウムイオンキャパシタ世界市場推移予測／シェア

4. 環境対応車用電子部品動向と展望

(1)環境対応車用電子部品の動向

(2)環境対応車用電子部品別世界市場推移／予測

第Ⅴ章 水素供給装置市場の動向と展望

1. 水素ステーションの動向と展望

(1)水素ステーションの最新動向

(2)水素燃料の概要と市場動向

(3)水素社会実現への課題と検討

(4)水素ビジネスの関連動向

(5)水素ステーションの課題と検討

①水素ステーション世界市場推移予測／地域別比率

②水素ステーション国内市場推移・予測（拠点・金額）



2. 水素ステーション関連メーカーの動向と展望

(1)出光興産株式会社

(2)岩谷産業株式会社

(3)エア・ウォーター株式会社

(4)JXエネルギー株式会社

(5)大陽日酸株式会社

(6)三菱化工機株式会社

3. 水素ステーションの普及動向

第Ⅵ章 環境対応車関連メーカーの動向と展望

１．環境対応車国内メーカーの動向と展望

(1)いすゞ自動車株式会社

(2)スズキ株式会社

(3)株式会社SUBARU

(4)ダイハツ工業株式会社

(5)トヨタ自動車株式会社

(6)日産自動車株式会社

(7)日野自動車株式会社

(8)本田技研工業株式会社

(9)マツダ株式会社

(10)三菱自動車工業株式会社

(11)三菱ふそうトラック・バス株式会社

2．環境対応車海外メーカーの動向と展望

3．環境対応車用充電器メーカーの動向と展望

(1)九電テクノシステムズ株式会社

(2)JFEテクノス株式会社

(3)新電元工業株式会社

(4)株式会社東光高岳

(5)ニチコン株式会社

(6)株式会社ハセテック

(7)パナソニック株式会社

4．環境対応車用二次電池国内メーカーの動向と展望

(1)株式会社エンビジョンAESCジャパン

(2)パナソニック株式会社

(3)ビークルエナジージャパン株式会社

(4)プライムアースEVエナジー株式会社

(5)株式会社 リチウムエナジージャパン



第Ⅰ章 モビリティ市場の将来性（サンプル）

１．自動運転車の定義と将来性

(1)自動運転車の定義と歴史

①自動運転車の概要

自動運転（ロボットカー）とは、人間の運転なしで自動走行できる自動車である。日本

では「自動運転車」とも呼ばれている。英語では、「autonomous car」と表記される。その

他「Ugv（unmanned ground vehicle）「ドライバーレスカー（driverless car、self-driving 

car）などと呼ばれている。

自動運転は、レーダー、LIDAR、GPS、カメラで周囲の環境を認識して、行き先を指定す

るだけで自律的に走行する。過去には道路に磁気マーカーを埋め込む方式も開発されてい

たが、道路にマーカーを埋め込むコストがかかるためほとんど普及していない。そのため

現在では基本的に車のセンサー主体で自動運転できる自動運転車が中心となっている。マ

ーカー方式は、ガイドウェイバスとしてIMTS（トヨタグループが開発）が過去に国内で運

行していたが、現在国内では運行していない。

すでに実用化されているロボットカーとしては、イスラエル軍で運用されているあらか

じめ設定されたルートをパトロールする無人車両や、海外の鉱山、建設弁場などで運用さ

れているダンプカーなどの無人運行システム等がある。公道以外の限定された環境（鉱山、

建設現場等）では、自動運転車の需要が広がりつつあり、建設機械大手のコマツ、キャタ

ピラー等の企業が販売を拡大している。

一方で、一般人が公道で走行できる自動運転車はジュネーブ道路交通条約で常時人間の

運転が必要であり、法的にも規制されているため、2017年現在ではどこの国でも発売され

ていない。下記の自動運転レベル定義で、発売されているのはレベル3まででレベル4以

上の自動運転車は、市販されていない。また、ジュネーブ道路交通条約同様に常時人間の

運転が必要であると定義されていたウィーン道路交通条約（ほとんどの欧州諸国が加盟、

日米は身加盟）は人間によるオーバーライド（無効）と自動運転機能のスイッチオフがあ

れば、規制対象にしないと2014年に改正された。これはレベル3までは規制対象としない

という事である。また、国連においても国連基準の回生を含む、自動運転車実現の国際基

準作りが進められている。

自動運転車の商品化、普及により交通事故の減少、渋滞削減、CO2の削減などが見込まれ

ている。

②自動運転の定義

日本政府や米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）では、自動のレベルを以下のように定義

している。

〇レベル0

ドライバーが常にすべての主制御系統（加速・操舵・制御）の操作を行う。前方衝突警

告（FCW）などの主制御系統を操作しない運転支援システムもレベル0である。



第Ⅱ章 環境対応車市場の動向と展望（サンプル）

１．環境対応車の動向について

(1)環境対応車世界市場概況

欧州の先進君国で電気自動車（EV)へのシフトが加速しようとしている。英国、フランス

がガソリン・ディーゼル車の販売を将来的に廃止すると表明している。こうした潮流は先

進国だけでなく、新興国においても顕著である。例えば、インドでは2030年、インドネシ

アでは40年までにガソリン・ディーゼル車を廃止する目標が発表されている。また、中国

においても販売禁止に向けた検討が開始されている。一方で、全米の環境規制を先導して

きた米カルフォルニア州（加州）が、電気自動車（EV）を中心とする「ZEV（排気ガスゼロ

車）」の販売を促進する政策によって再び自動車産業の歴史を塗り替えようとしている。厳

しい規制基準の設定で、自動車各種はEV開発強化を急いでおり、次世代のエコカーの主役

の座をめぐる競争が激化しつつある。一定比率以上のZEV販売を義務付ける加州の規制は

2000年代、ハイブリッド車（HV）に強みを持ったトヨタ自動車や本田技研工業（ホンダ）

の米国市場での躍進につながった。だが、18 年モデルからの改正では、通常の HV は ZEV

から外れ、自動車大手はEVなどの販売を急激に増やす必要に迫られる。ブランド力があり、

EV しか販売しないテスラ・モーターズの勢いをさらに後押しすることになると見られる。

加州のほか、ニューヨークなど環境意識の高い9州も同様の規制強化に動いている。メー

カーは、2025年までに全販売台数のうち加州で22％、他8州で15％ZEVにする必要がある。

※ サンプルのため以下の内容を省略



①電気自動車世界市場推移・予測（数値はサンプル用）

電気自動車世界市場推移・予測
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300%

出荷台数（千台） 前年度比

出荷台数（千台） 18 26 31 80 120 190 300 420 540 660 780 900 5,000 11,000 

前年度比 144.4% 119.2% 258.1% 150.0% 158.3% 157.9% 140.0% 128.6% 122.2% 118.2% 115.4%

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2025年 2030年

※ 日本エコノミックセンター予測

※ サンプルのため以下の円グラフ省略

※ 以上、日本エコノミックセンター作成



第Ⅲ章 充電インフラ市場の動向と展望（サンプル）

１．環境対応車用充電システム市場の概要と動向

(1)環境対応車用充電システムの最新動向

①EV充電システム販売強化（○○○㈱）

同社は、電気自動車（EV）や微塵搬送機（AGV）向けの充電システムの販売を強化する。

複数の部品とソフトウェアを組み合わせたシステムにして提供することで、顧客の開発負

担を減らし、受注層につなげる。現在数十億円のエネルギー関連システムの売上を2021

年 3月期に1,000億円まで増やすことを目指す。非接触で充電するシステムに注力する。

②EV充電器の設置事業者支援（○○○㈱）

同社や、○○○、○○○、○○○は、国内でEVやプラグインハイブリッド車（PHV）の

普及に向けて、充電器の設置事業者に最大190万円の資金を補助する支援策を発表。事業

者の負担を軽減し、充電インフラ網の拡大を促す。EVなどの利用者から料金を集め充電サ

ービスを展開する組織を設ける。8時間程度でEVを充電できる「普通充電器」で1基あた

り40万円、30分程度で充電できる「急速充電器」で同190万円を上限に設置費用を補助。

既存のサービス会社と連携し1枚のカードでどこでも充電できるサービスを検討する。

③カルフォルニアでEV実証実験（○○○㈱）

同社と○○は、米カルフォルニア州で電気自動車（EV）の実証実験を始めた。充電イン

フラが十分でなかった州北部の幹線道路沿いに最大50基の急送充電器を設置。従来は都市

内の移動にとどまることが多かったEV利用者の行動範囲がどのように広がるかを検証。実

験は2015年にカルフォルニア州の経済促進知事室と基本協定を結んだNEDOから委託を受

けた。期間は20年9月まで。日産は現地の充電インフラ事業者と連携で充電器を設置する。

③壁掛け型充電器（○○○㈱）

同社は、2015年 4月に壁掛型充電器「ホンダパワーマネージャー（HEH55）を発売、電

気自動車（EV）やハイブリッド車（HV）向け。充電器として電気を供給するだけでなく、

燃料電池車（FCV）や太陽光発電などさまざまな装置から給電を受けて蓄電池に貯める事が

できる。自動車と公共施設や家庭をつなぎ、災害時の電力供給など向けの需要を見込んで

いる。HEH55の特徴は電力会社の系統電源に加えて、様々な電源と接続できることである。

④急速充電器（EV・PHV用）事業を拡大（○○○㈱）

同社は、電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド車（PHV）用急速発電器事業を拡大

する。2017年度は同急速充電器を年間販売300台以上、国内シェア30％を目指すとしてい

る。EV、PHVの環境対応車の普及が進む中、EVの増加に対応し、EV・PHV用急速充電器の

高出力化と小型化を進める。4月末には出力50kWの急速発電器で同社従来器より体積で約

10％減の437L、設置面積で約11％減の2,570㎡の小型コンパクトにした新製品を発売する。



第Ⅳ章 環境対応車用蓄電池市場の動向と展望（サンプル）

１．環境対応車用蓄電池の動向と展望

(1)環境対応車用リチウムイオン電池の最新動向

欧州の先進諸国で電気自動車（EV)へのシフトが加速しようとしている。英国、フランス

がガソリン・ディーゼル車の販売を将来的に廃止すると表明している。こうした潮流は先

進国だけでなく、新興国においても顕著である。インドでは 2030 年、インドネシアでは

40年までにガソリン・ディーゼル車を廃止する目標が発表されている。また、中国におい

ても販売禁止に向けた検討が開始されている。また全米の環境規制の流れを先導してきた

米アルフォルニア州（加）が、電気自動車を中心とする ZEV（排スゼロ車）の販売を促進

する政策によって、自動車産業の歴史を塗り変えようとしている。厳しい規制基準の設定

で、自動車各社はEVの開発強化を急いでおり、次世代自動車の主役の座をめぐる競争が激

化しつつある。次世代自動車に使用するリチウムイオン電池（LiB）の需要が伸びていく。

①中国のリチウムイオン電池の動向

中国政府は、ガソリン自動車の販売禁止に向けた関東を開始している。EVやPHVの普及

台数を20年までに累計500万台にする計画を示している。現状は充電設備の不足などから

販売が伸び悩むが、中国汽車工業協会などによれば、16年中国の新車販売台数は、前年比

11.3％増の2,802万台としている。補助金政策や購入税免除など普及策を次々と講じてい

るほか、さらなる追加政策も囁かれており、環境対応車の巨大市場になる見込みである。

その中国に続けて、LiB分野で攻勢を掛けているのが韓国などである。〇〇〇〇〇〇は、

中国・西安に工場建設を計画。中国の自動車部品メーカーと14年6月に合弁会社を設立し、

サムスン電子が中国・西安で運用している半導体工場隣接地に新工場を建設した。

もう一方の韓国LiB大手である〇〇〇も、14年7月に中国南京で車載用LiB工場を建設

する方針を打ち出し、南京市と MOU を締結した。8 月には南京政府傘下の投資専門会社と

合弁会社を設立した。9月から工事に着手する見通しで、15年末から年産10万台の車載用

LiBを生産している。

②米国のリチウムイオン電池の動向

中国市場と同じく米国市場も注目度が高い。市場全体は好調であることに加えて、拡大

が予想される ZEV（無公害車とも呼ばれる）規制への対応に迫られるためである。米国で

最も厳しい基準を設けているカルフォルニア州のZEV規制では、州内で一定台数以上の自

動車を販売するメーカーは、その販売台数の一定の割合（16年は12％）をZEVにしなけれ

ばならないと定めている。18 年以降は規制がさらに強化される見通しである。また、14

年6月末に米国8州（カルフォルニア、コネカット、メリーランド、マサチューセッツ、

ニューヨーク、オレゴン、ロートアイランド、バーモント）が、25 年までに ZEV330 万台

を普及させる計画を発表している。対象となるZEVは、EV、PHV、燃料電池車である。カル

フォルニア州大気資源局によれば、330万台という数字は、25年までに8州で販売される

新車台数の15％に匹敵されるとしており、燃料補給施設の建設を推進する法整備、ZEVの

公用車への採用などの普及策を協力して進めていく。存在感を放っているのが、EVメーカ

ーの〇〇〇〇〇〇である。現在セダン型「モデルS」を中心に販売をお行っている。



①環境対応車用リチウム二次電池世界市場推移・予測（数値はサンプル用）

環境対応車用リチウム二次電池世界市場推移・予測　単位：百万円
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出荷金額 34,900 70 ,100 200 ,300 250,400 340,200 430 ,100 580,100 760,200 980 ,400 897,100 855,300 876 ,100 896 ,000 917,000 938 ,800 959 ,800 1,043,700 1 ,125,500 1 ,205 ,000 

前年度比 200.9% 285.7% 125.0% 135.9% 126.4% 134.9% 131.0% 129.0% 91.5% 95.3% 102.4% 102.3% 102.3% 102.4% 102.2%

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2030年度 2035年度 2040年度

※ 日本エコノミックセンター予測

※ サンプルのため以下の円グラフ省略

※ 以上、日本エコノミックセンター作成



第Ⅴ章 水素供給装置市場の動向と展望（サンプル）

１．水素ステーションの動向と展望

(1)水素ステーションの最新動向

①〇〇〇株式会社（岡山に水素ステーション）

同社は、岡山県内初の商用水素ステーションを岡山市に建設する。17年度中の完成を目

指す。水素燃料電池車（FCV）の普及に先行して、水素ステーションを首都圏や関西などの

大都市中心に33ヶ所を整備している。今後は地方都市も含めて20年までに新たに50ヶ所

の建設を目指す。岡山市南区に設置する水素ステーションは圧縮水素を使った小型設備。

供給能力は1時間150㎥で一般的な定置式に比べて約半分であるが、設置スペースは半分。

②〇〇〇〇〇〇株式会社他（水素ステーション事業で連合）

同社や〇〇〇〇〇〇など11社は、燃料電池車に燃料を供給する水素ステーション事業で

提携する。次世代エコカーとして期待される燃料電池車の本格的な普及に向け、自動車メ

ーカーや水素インフラを手掛けるエネルギー業界らが業種の枠を超えた協力体制を構築す

る。JXTC などは17年 5月に 17年内に共同出資会社の設立を目指すと発表した。政府は、

25年度まで全国で320ヶ所のステーション整備を計画している。一部の建設や運営を担う。

③〇〇〇株式会社（水素ステーション用）

同社は、燃料電池車（FCV）に水素を供給する水素ステーション向けに、大きさを従来型

の100分の2程度と、大幅に小型化した熱交換器を開発した。微細な溝を刻んだステンレ

ス板を積み重ねた多重構造を採用することで、超小型化を実現すると同時に冷却効率も高

めた。熱交換器は、昇圧によって温度が上昇した水素の冷却に使用する装置である。設置

コストを低減できるため、水素ステーションの普及拡大を促す技術として期待されている。

④〇〇〇〇〇〇株式会社（FCV用タンク、2割軽く）

同社は、JFEスチールの子会社である。従来比2割軽量な燃料電池自動車（FCV）用の水

素燃料タンクの開発にメドを付けた。樹脂製の内容器を炭素繊維強化プラスチック（CFRP）

で覆った構造。FCVの燃料となる水素を貯めるタンクは70MPa（メガパスカル）の高い圧力

に耐える必要がある。アルミ製の内容器を使う従来品より軽量で、価格も抑えられる。ま

だ試作段階であるが、性能評価と大容量化に取り組んで、価格も手頃に実用化を目指す。

⑤〇〇〇株式会社（パッケージ型水素ステーション）

同社は、国内ガス業界でナンバーワンの産業ガスメーカーであり、パッケージ型水素ス

テーション事業を加速する。従来型の約半分というコスト競争力を武器に、パッケージ型

水素ステーション「ハイドロシャトル」を製品化。ガソリン元売り会社、都市ガス会社、

石油会社などへ販売を目指す。設置面積は9×2×高さ 2.5m と最小限で済み、車に搭載し

て移動もできる。定置型では、水素ステーションとして水素を製造・供給する方式に対応。

⑥〇〇〇株式会社（埼玉に水素ステ－ション）

同社は、埼玉県で水素ステーションの営業を開始した。さいたま市と計画段階から連携、

15年1月から建設、同社として3ヶ所目。同県内では初めてで、次世代エネルギーと位置

付けられる水素や燃料電池自動車（FCV）の普及につなげる。東ガスの「浦和水素ステーシ

ョン」の敷地面積は約1500㎡で、水素製造装置や水素圧縮機、水素出荷設備などを備える。



第Ⅵ章 環境対応車関連メーカーの動向と展望（個票）

１．環境対応車国内メーカーの動向と展望

会社名 〇〇〇 株式会社

本 社

会社概要 設立：1937年 4月 資本金：404億4,400万円 従業員：34,967名/連

業績（連結）

売上構成

生産拠点

担当／販売

研究／開発

《自動車世界/国内販売台数予測》                    単位：千台

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

世界市場

前年度比

国内市場

前年度比

《車種世界販売台数予測》                       単位：千台

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

HVトラック

PHV

EVバス

FCV

合 計

《車種国内販売台数予測》                       単位：千台

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

HV

PHV

EVバス

FCV

合 計

※以上、日本エコノミックセンター推定を含む

【事業動向】

〇〇〇〇〇は、2016年 11月に圧縮天然ガス（CNG）大型トラックを量産した。同トラッ

クは、15年 12 月に市場投入したモデルを量産車に解消した。タイヤを 3組から4組に増

やしたことで、タイヤの後継小さくなり、搭載量が増えている。現在はマニュアル車のみ

であるが、いすゞは、17年度中にオーとマチック車の発売を目指しており、オートマチッ

ク車が八投入されれば、さらにCNG大型トラックを追加。CNG車は欧米が普及している。
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□ CD タイプ                  定価：77,000 円

□ B5 判＋プレミアム CD          定価：121,000 円

※ 上記以外に、A4 タイプ、章単位 CD などニーズに対応した商品を提供しております

－ お問い合わせ、お申し込みは、Tel (03-3808-0611) / Fax (03-3808-0617) まで

御 社 名 TEL：

所 在 地
〒

FAX：

部 署 名

御 役 職
御名前

通 信 欄 Mail

※ ご請求書は、資料発送時に同封致します。ご記入頂きました個人情報は、新刊案内（メール含む）のご

案内をさせて頂く場合がございます。お客様の個人情報を第三者に提供する事はございません。ご注文は

弊社 HPからも注文できます。

〒103-0012東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 日本橋吉泉ビル3F

株式会社 日本エコノミックセンター 東京本社




