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総

論：本調査の概要と目的と意義、
タイムスケジュール

1

はじめに
本調査は世界的に起きている自動車産業を取り巻く環境変化の中で、車の電動化が自動
車産業に与える影響について調査したものである。近年、世界の自動車産業では電気自動
車（Electric Vehicle、以下 EV）の開発競争が加速している。これは排気ガスによる大気
汚染の深刻化を要因とした環境問題への対策と既存のエンジン技術に替わる新たな技術覇
権を目指した動きなどを背景とするもので、欧米、中国などでは電動化へのシフト（本稿
では EV シフトと呼ぶ）が急速に進んでいる。我が国でもこのような諸外国の EV シフトの
影響を受ける形で、政府や自動車メーカー各社が EV 開発をはじめとする対応策に積極的に
取り組み始めている。今後の EV シフトの進展次第では、国内の産業に大きな影響を及ぼす
可能性があるだけに、産業構成に占める自動車産業の比率が高い本県にとって、EV シフト
は注視すべき問題である。
本調査はこのような EV シフトが、本県の自動車産業および関連産業に関わる製造業にど
のような影響を及ぼすのか、複数の手法を用いて調査を行ったもので、本県内の企業を対
象にした EV シフトに関する調査としては初の本格的調査となる。
【EV シフトの定義】
本調査では「EV」および「EV シフト」の定義を以下のとおりに設定する。
①EV とは動力源をモータとし、電池をエネルギー源とする内燃機関を持たない電動車の総
称とする。
②EV シフトとは、わが国をはじめ、欧米、中国などにおいて今後急速に EV が進む自動車業
界の動きを指すものとする。
2

調査の目的とスケジュール
本調査は EV シフトに対して、県内の中小製造業が、それぞれの立場でどのように考え、
どのように取り組んでいるのか（または、これからどのように取り組もうとしているのか）、
その実態を把握し、EV 市場への市場参入及び自動車関連企業の業態転換を支援することを
主眼に行った。また、EV 車両分解調査では EV 化の進展により、今後サプライヤーとしての
中小製造業に求められる技術やビジネスチャンスとなる分野などを把握することを狙いと
した。調査はアンケートによる書面調査、アンケート結果に基づくヒアリング調査、最新
EV の車両分解調査から構成する。なお、調査のスケジュールについては下記のとおりであ
る。
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≪調査のタイムスケジュール≫
（1）書面調査（平成 30 年 7 月－8 月）
埼玉県内企業の EV シフトに伴う現状を把握するとともに、自動車産業と製造業を対象と
した支援施策に反映させることを目的に、調査先 1,000 社を選定し、アンケート調査票を
郵送した。アンケートはマークシート方式および自由回答形式併用で実施。調査先からの
アンケート回答を集計し、単純集計とクロス集計で分析を実施した。
なお、アンケート調査先 1,000 社は、埼玉県産業振興公社が運営する次世代自動車支援
センター埼玉の「自動車産業部会」の会員企業 130 社のうち大企業を除いた 114 社と、県
内各地域に本社または生産拠点を構える機械、金属、樹脂、電機など 16 業種から任意に選
定した。
（2）ヒアリング調査（平成 30 年 10 月－平成 31 年 1 月）
書面調査に協力を頂いた企業のうち、ヒアリング調査につながる情報を得られた企業を
21 社選定しヒアリング調査（調査先企業は第Ⅱ章を参照）を行った。
なお、ヒアリング調査先は回答企業の中から、「自動車事業に関与している」「自動車事
業に関与していない」企業をセグメント分けをして、その中から 5 つの条件（①「EV シフ
トをビジネスチャンスと考える」②「EV シフトで売上減少はあるが回復可能である」③「EV
シフトで売上減少はあるが回復は難しい」④「EV シフトで売上減少はない」⑤「EV シフト
で他分野への参入を考えている」）に当てはまる先を任意に選び、同調査に応じて頂いた先
を実際に訪問した。
（3）EV 車両分解調査（平成 30 年 7 月－平成 31 年 3 月）
EV 化の進展により、今後サプライヤーとしての中小製造業に求められる技術やビジネス
チャンスとなる分野などを把握するため、2010 年の発売から世界累計販売台数 40 万台を超
える日産自動車「リーフ」の新型モデル（2017 年発売）を分解調査した。
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第Ⅰ章：自動車産業における EV 化動向
Ⅰ-第 1：自動車産業を取巻く環境
1908 年に発売された T 型フォードにより、自動車の大量生産時代が到来して以降、自動
車はその利便性/快適性を向上させてきた。一方、大衆化が進むにつれ、交通事故/渋滞の
増加といった交通問題や、騒音/大気汚染といった環境問題への対応が求められてきた。
20 世紀後半には、環境問題が地球規模で拡大する中で、パワーエレクトロニクス技術の
進歩により、モータを動力源とする電動車が普及してきている。近年は、通信技術などの
急速な進歩により自動車と社会のつながりが大幅に進化し、IoT/AI の進化も伴い、利便性/
快適性の進化や交通事故/渋滞の増加/騒音/大気汚染への新たな変革が提唱されている。
2016 年パリモーターショーでダイムラーが提唱した『CASE』という造語は、将来の自動
車産業の動向を象徴する概念として、世界中でその内容が議論されている。
すなわち、
・自動車が双方向の通信機を持ち外部ネットワークを活用して様々なサービスを提供する
コネクティッド《Connected Car》
・認知/判断/操作の機能を自動車自体が持つ自動運転《Autonomous》
・ライドシェアなどの自動車所有の共有化や、運行サービスなどのシェア/サービス
《Shared & Service》
・パワートレインを電動化する電動化《Electric》
を将来変革の 4 つの核として議論されている。
日本でも、経済産業省の「自動車新時代戦略会議」、経済産業省と国土交通省の「自動走
行ビジネス検討会」、国土交通省の「自動運転戦略本部」、総務省の「Connected Car 社会の
実現に向けた研究会」など政府レベルでの研究会が行われている。また、トヨタをはじめ
とする自動車メーカーも CASE 社会実現に向けた取り組みを議論・推進している。
図表 1：創造されるサービスや支援内容

出典：総務省『Connected Car 社会の実現に向けて』平成 29 年 7 月 13 日
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図表 1 のとおり、これらの変革により創造されるサービスや支援内容を総務省「Connected
Car 社会の実現に向けた研究会」では、「セーフティ分野」「カーライフサポート分野」「イ
ンフォテインメント分野」
「エージェント分野」などの各分野に分類し、新たに創造されよ
うとしている価値を図式化している。
（総務省「Connected Car 社会の実現に向けた研究会」
資料から）
一方、これらのサービスの提供は技術的な関わりとしての通信・情報技術とそれらの製
造業に加え、幅広い産業分野との連携が欠かせないことになってくる。新たな参入分野を
図表 1 と同様の評価軸で示した図を図表 2 に示す。
（総務省「Connected Car 社会の実現に向けた研究会」資料から）
図表 2：広がる産業分野

出典：総務省『Connected Car 社会の実現に向けて』平成 29 年 7 月 13 日

今後のモビリティは交通システム面・技術面・産業構造面で大きな変革が予測されてい
る。提供する価値も地域性などでも変わることなども考慮しつつ総合的な施策が求められ
ている。
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Ⅰ-第 2：電気自動車時代の到来
1

電気自動車の誕生
電気自動車の歴史は、ガソリン自動車の歴史より古く、1873 年にイギリスのロバート・
ダビットソンが最初の実用的電気自動車の開発に成功した。（鉄亜鉛電池：一次電池）1899
年にはフランスでジャメ・コンタント号が時速 106Km/h を出している。1900 年にアメリカ
で販売された車は、電気自動車が 1575 台(37.6%)・蒸気自動車が 1681 台(40.1%)・ガソリン
車が 936 台(22.3%)であった。1909 年にはトマス・エジソンによりニッケルアルカリ蓄電池
を使って一充電で 160Km 走行できる電気自動車が製造された。しかし 1908 年に航続距離と
給油の利便性に優れた内燃機関を搭載した量産型 T 型フォードの誕生により電気自動車は
衰退していった。

ジャメ・コンタント号
エジソンの電気自動車
出典:一般社団法人次世代自動車振興センター『次世代自動車ヒストリー』から

2

第 2 次電気自動車ブーム
1990 年代に入ると大気環境問題に対し、自動車の排出ガス規制が強化され、カリフォル
ニア州ではゼロ・エミッション規制(ZEV)が制定された。その対応として自動車メーカー各
社が電気自動車の開発を推進した。
トヨタ「RAV4」、本田「EV PLUS」、日産「ハイパーミニ」などが発売されたが、航続距離
が短いなどの問題があり、また、1997 年にトヨタ自動車からハイブリッド車「プリウス」
が発売され、以降ハイブリッド車に開発が注力されたこともあり、電気自動車が大きく普
及することはなかった。

トヨタ自動車株式会社「プリウス」
出典:一般社団法人次世代自動車振興センター『次世代自動車ヒストリー』から
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3

第 3 次電気自動車ブーム
1997 年に京都で開催された「地球温暖化防止京都会議(COP3)」で採択された京都議定書
による各国の地球温暖化ガス低減目標の設定、さらに、2007 年のノーベル平和賞が米国の
ゴア元副大統領と気候変動に関する政府間パネル(IPCC)へ授与されたことなどによる地球
環境問題への関心の高まりとともに、
「リチウムイオン電池」と「パワーエレクトロニクス」
など技術の発達による航続距離向上とコストの低減などを背景に電気自動車の実用化が進
行した。2009 年に三菱自動車が「i-MiEV」を、2010 年には日産自動車が「リーフ」の販売
を開始した。
2012 年にはトヨタ自動車が充電可能なプラグインハイブリッド「プリウス PHV」を、三
菱自動車が「アウトランダーPHEV」を販売した。
国・地方公共団体・自動車メーカーが充電インフラの整備を進めたことも相まって EV シ
フトが加速している。

三菱自動車株式会社「i-MiEV」

日産自動車株式会社「リーフ」

出典:一般社団法人次世代自動車振興センター『次世代自動車ヒストリー』から
出典:一般社団法人次世代自動車振興センター
『次世代自動車ヒストリー』から

第 2 次、第 3 次のブームを振り返ると、いずれも地球環境問題を背景とし、そこに技術
の進展を伴って到来したものだった。地球環境問題の更なる深刻化が進む中で、世界各国
の政府は環境規制の強化やクリーンカーの導入を推進しており、さらに中国にみられる様
に自国の産業力強化の一方策として、電気自動車の拡大を進めている。
また、電気自動車関連技術の進化に伴い、自動車各社もそれぞれの戦略をもって電動化
を推進している。
これら電気自動車の歴史から、地球環境や大気汚染などに対する規制強化がその大きな
推進力となり、これをバックアップする各国政府の政策と自動車メーカーの戦略が重要な
発展要因であったと言える。これらの要因が技術進展の大きなモチベーションとなり電気
自動車の拡大が現実的になってきた。
Ⅰ-第 4 各国政府の政策と自動車メーカーの戦略ではその推進力となったあるいは今後大
きな推進力となる以下項目の現状を振り返った後、今後求められる新たな技術の現状と動
向を見直していく。
1 環境規制
2 各国政府の EV 化支援政策など
3 自動車メーカーの戦略
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Ⅰ-第 3：電動車（xEV）の種類と特徴
モータの駆動力を利用した電動車には、ガソリン・ディーゼルをエネルギー源とする内
燃機関を併用した HV や水素を利用する FCV などもある。バッテリーのみをエネルギー源と
する電気自動車(EV)とこれら各種の電動車を比較する。
1

電動車の種類
電動車とは、自動車の駆動力としてモータ動力を利用したものの総称であり、その駆動
方式により様々な種類が存在し、大きくは以下の 4 種に区分できる。
図表 3：電動車（xEV）の種類

出典：経済産業省

『自動車新時代戦略会議

資料』平成 30 年 4 月 18 日

いずれの形式にも「モータ」「バッテリー」「インバータ」の三要素を備えている。
また、電力を直接外部電源からバッテリーに充電する EV に対し、FCV はその電力を自ら
搭載している水素から発電するシステムである。EV/FCV は内燃機関を搭載していないが、
HV/PHV はいずれも内燃機関を搭載している。PHV は HV に対し、外部電源からの充電システ
ムを搭載している点が異なっている。また、HV は内燃機関とモータの動力分担比率に各種
バリエーションがあり、バッテリーの分担比率が 100%としたシリーズ HV（日産自動車の
e-power）も販売されている。
各システムの電動車とガソリン車の「走行中 CO2 排出量」
「航続距離」
「給油充電時間」
「給
油充電設備」「車両価格」「ランニングコスト」の比較と代表車種を図表 4 に示す。

12

図表 4：各種電動車およびガソリン車の比較
FCV

EV

PHV

HV

ガソリン
車

少ない

少ない

少ない/良い

良い

多い

航続距離

長い

短い

長い

長い

長い

給油／充電時間

短い

長い

長い～短い

短い

短い

給油／充電設備

少ない

少な目

少な目～十
分

十分

十分

かなり高い

高い

高い

やや高い

標準

悪い

非常に良い

良い

良い

標準

走行中 CO2 排出量

車両価格
ランニングコスト

代表車種

◆トヨタ

◆日産

◆トヨタ

◆トヨタ

Mirai

リーフ

Prius

Prius

◆ホンダ
Clarity

◆三菱
i-MiEV

◆三菱
Outlander

◆ホンダ
Fit

埼玉県産業振興公社作成

2

各システムの CO2 排出量
各システムの CO2 の排出量は、車両の走行時の排出量（Tank to Wheel）に加え、走行に
使用するエネルギーの生産過程での排出量（Well to Tank）を加えた Well to Wheel で評
価される。例えば、EV における CO2 排出量は、走行中はゼロであるが、充電される電力の
発電過程における CO2 発生量が、火力発電と原子力発電で大きく異なっているため、同じ
EV でも Well to Wheel での CO2 排出量が変わってくる。
FCV においても水素の生成過程の違いによりその値が変わってくる。Well to Wheel での
CO2 排出量の比較を図表 5 に示す。EV 及び FCV は、そのエネルギー源である電気または水
素の製造工程により CO2 の排出量が、大きく変わってくることが読みとれる。
今後のエネルギーミックス動向にも着目する必要がある。
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図表 5：CO2 排出量（Well to Wheel JC08 モード）

出典：経済産業省 『EV・PHEV 普及に向けた経済産業省の取り組みについて』平成 27 年 10 月 2 日

発電方式の違いによる EV の Well to Wheel の CO2 排出量の違いは、世界各国の発電状況
によっても大きく異なることも、着目点として挙げておきたい。
95%以上が水力発電であるノルウェー（2012 年）や 77%が原子力発電であるフランス（2015
年）などは、その CO2 発生量は低く抑えられる。一方、70%以上が石炭発電である中国やイ
ンド(2015 年)では多くの CO2 が排出される。
図表 6：国別 CO2 排出量

出典：経済産業省

『自動車新時代戦略会議

中間整理』平成 30 年 8 月 31 日
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3

各システムの棲み分け
前述の 4 つのシステムのそれぞれの強みを生かした棲み分けが、トヨタ自動車から提案
されている。
トヨタ自動車は、車両の移動距離と車両サイズで、棲み分けを整理している。短距離利
用・小型車に EV を、長距離・大型車には FCV を、その中間の領域を PHV(HV)としている。
これは、長距離・大型車は積載重量が大きいため、搭載バッテリー容量が大きくなり貨物
積載効率が重要な大型車にとって好ましくないためである。また、搭載バッテリーの大型
化によるコスト上昇が FCV におけるコスト上昇に比較し大きくなることからも FCV の方が
有利となる。さらに、バッテリー容量の大型化は充電時間が長時間となることもその一因
と言える。
図表 7：これからの電動車の棲み分け（普及イメージ）

出典：トヨタ自動車『モビリティのイノベーションについて』
資源エネルギー庁

平成 30 年 2 月 19 日

内山田竹志代表取締役会長

第 6 回エネルギー情勢懇談会

講演資料から埼玉県産業振興公社で編集

一方、路線バスでは走行経路が定まっており停留所での充電インフラの設置が比較的容
易であり電動バス導入の可能性が高いと考えられていることなどから、国土交通省の事例
では、トヨタの FCV バス「SORA」1 台を含めた全国 15 か所の実証試験が提示されており、
実用性への研究が進められている。
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図表 8：地域交通グリーン化事業による電動バス導入事例

出典：国交省『電動バスガイドライン』平成 30 年 12 月 19 日

電池の技術進化や FCV の技術、水素ステーションの設置状況、法規制、自動車会社の戦
略などにより、電動車の棲み分けも変わってくると考えられる。今後の技術進化などの動
向を注目していく必要がある。
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Ⅰ-第 4：各国政府の政策と自動車メーカーの戦略
世界各国の EV 化支援策は以下の 5 通りに分類することができる。
1

環境規制
（1）地球温暖化対応としての燃費・CO2 規制
（2）大気汚染対応としての排気ガス規制
2 各国政府の EV 化支援政策など
（1）内燃機関を動力とする自動車の販売禁止
（2）補助金・税制優遇
（3）その他の施策（都市レベルでの施策）
1 環境規制
（1）地球温暖化対応としての燃費・CO2 規制
地球温暖化の主要因とされる CO2 の削減のための燃費規制がこれまでも進められている
が、今後も更なる規制強化が予定されている。
各国の燃費規制を CO2 排出量に換算した今後の規制値は図表 9 のとおりであり、いずれ
も大幅な削減目標が設定されている。例えば、欧州では 2015 年の 130g/km から 2021 年は
95g/km(-27%)の削減目標に加え、2025 年・2030 年での更なる削減も検討されており、EV 化
の推進が必要となっている。
図表 9：各国燃費規制の推移（NEDC モード）

出典：経済産業省 『自動車新時代戦略会議

資料』平成 30 年 4 月 18 日
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(2) 大気汚染対応としての排気ガス規制
カリフォルニア州でのスモッグ、日本における光化学スモッグなどの大気汚染をきっか
けにして、1970 年代から米国・日本・欧州の自動車先進国で排気ガス規制が強化されてき
た。一例として日本における規制強化を顧みると、ガソリン車の NOx 及び HC の排出量は現
在、昭和 48 年当時の 2/100 に低減されている。ディーゼル車の PM も同様に 3/100 に低減
されている。欧米の規制値も日本と同様に強化されている。中国・インド・ブラジルなど
多くの国でも、米国・欧州の規制を基に排気ガス規制が導入されてきた。
これらの規制の結果、例えば日本では自動車排出ガス測定局の測定では、ほぼ全ての測
定局で大気環境基準を達成する（平成 25 年環境書報告）など効果を表している。
他方、以下の事例に示すとおり欧州などでは大気環境問題が依然として深刻な課題とな
っている。
●欧州環境庁（EEA）は 2017 年 10 月、大気汚染による健康被害の報告を行っている。その
中で、2014 年に EU41 か国で起きた大気汚染による死者は PM2.5 によるものは 42 万 8,000
人、その他 NO2/オゾンによるものを加えると 52 万 4,000 人であったとしており、大気汚
染が重要な環境問題であると指摘している。
●中国では、自動車を原因と考えられる大気汚染が深刻化しており、2016 年 3 月には 163
の都市で大気汚染が確認されるなど深刻な状況が発生している。
これらの状況から、排出ガス計測法の見直しが進み、実路で車両を走行し排出ガスを計
測する「RDE(Real Driving Emission)」法など規制強化が世界各地で広がりつつあり、更
なるクリーン化が求められている。
このため、米国および中国では、EV 化を推進すべく自動車会社に一定比率以上の電動車
の生産を義務付ける ZEV（Zero Emission Vehicle）規制が制定されている。
【米国 ZEV 規制】
EV・FCV や、電気走行時には排出ガスの出ない PHV などの車両の生産・輸入台数の比率（目
標比率）を一定以上に義務付けるもので（決められた計算法によるクレジットの獲得）未
達の場合は罰金の支払いなどの罰則が設けられている。ZEV 規制は米国カリフォルニア州か
ら始まり、他州にも拡大されており、2018 年以降もその目標比率が暫時引き上げられてい
る。
【中国 NEV 規制】
中国では、米国の ZEV 規制を基盤とした同様の規制である NEV(New Energy Vehicle)規制
が 2019 年から設定され、クレジット方式による新エネ車の導入が推進されている。この規
制は従来実施されていた EV 購入時の補助金制度に代わる推進策となる。
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図表 10：日米欧のガソリン乗用車の規制値（NOx・PM）の推移

出典：経済産業省

『自動車新時代戦略会議

資料』平成 30 年 4 月 18 日

図表 11：日米欧のディーゼル乗用車の規制値（Nox・PM）の推移

出典：経済産業省

『自動車新時代戦略会議
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資料』

平成 30 年 4 月 18 日

2 各国政府の EV 化支援政策など
（1）内燃機関を動力とする自動車の販売禁止
EV 化推進を目的とし各国で内燃機関を動力とする自動車の販売を禁止する動きが検討さ
れている。状況は図表 12 のとおり。ただし、これらの動きは必ずしも法制化されたもので
はなく、大臣発言などであるため今後の動向を注視する必要がある。
図表 12：各国「EV 化」政策の例
国名

報道内容

決定状況

2025 年までに内燃機関を動力とする
オランダ
ノルウェー

フランス
ドイツ
中国

自動車の新たな販売を禁止
2025 年以降のガソリン車およびディー
ゼル車の新たな販売を禁止

与党が提議、下院議会で賛成多数
主要政党が合意したとの報道が
あるも、保守党はプレスリリース
で法規制の合意について否定

2040 年までにガソリン車およびディー
ゼル車の新たな販売を禁止

環境連帯移行大臣が発言

2030 年までに内燃機関の新たな販売

連邦参議院が要望を提出（法的

を禁止

拘束力なし）

将来的なガソリン車およびディーゼル

中国工業情報化部次官が関係

車の新たな製造・販売の禁止を検討

部局と検討に入っていると発表

出典：日本政策投資銀行

今月のトピックス No．281（2017 年 12 月 14 日）から埼玉県産業振興公社

で編集
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（2）補助金・税制優遇
各国も EV 化推進のため、購入補助金の支給・税制優遇を行っている。主な制度は図表 13
のとおり。
図表 13：各国の補助金や税制優遇
日本

◇クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金
国）EV、PHV、FCV などに購入時補助金を支給
上限は、EV：40 万円、PHV：20 万円、FCV：上限なし
自治体）自治体ごとに補助金を支給
◇税制優遇
次世代自動車（EV、PHV、FCV、クリーンディーゼル）は車両取得税の非課税
車両重量税免除（新車、中古車は控除）

欧州

CO２排出量、EV 航続距離などに応じ、各国別に補助金・優遇税制などを実施
例）ドイツ：自動車税の５年間免除、購入時 EV 補助金が 4,000 ユーロ
例）フランス：EV の補助金として最大で 27%(6,300 ユーロ） 自動車税減税

米国

連邦政府が EV のバッテリー容量に応じて最大 7,500 ドルの税額控除
州別税額控除もある。

中国

EV：航続距離に応じ最大 7 万元（～2018 年）
PHV：最大 4 万元（～2018 年）
FCV：最大 22 万元（～2020 年)
補助金制度は 2020 年に終了 NEV 規制に移行することで EV 普及を推進
各種資料から埼玉県産業振興公社で編集

（3）その他の施策（都市レベルでの施策）
補助金・税制優遇以外にも EV 化推進の支援が行われている。これら支援は、財政上の理
由もあり主に都市レベルで行われている。以下にその事例を示す。
【中国・主要都市（上海・北京・広州など）】
中国の主要な都市では、渋滞や大気汚染対策として、ナンバープレートの発給制限を行
っている。例えば、北京では 2018 年のナンバープレートの発給枚数を 24 万枚（前年の発
給数の 1/3）に規制し、その発給は抽選によっている。また、上海や深圳では競売が行われ、
落札価格は 9 万元（約 165 万円）を超えることもある。これに対し NEV 普及推進の施策と
して、北京では NEV ナンバープレートは抽選によらず一定期間待てば取得できる。また、
上海は無料発行を行なうなどの NEV 優遇処置を実施している。
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【欧州・主要都市】
図表 14：欧州・主要都市のディーゼル車規制
国名
ドイツ

都市

内容

ミュンヘン
シュツットガルト

英国

ロンドン

ノルウェ
ー

オスロ

フランス

パリ

スペイン

マドリード

ギリシャ

アテネ

EURO6（※）未対応車の市内通行を禁止
一部道路で EURO6 未対応車の通行禁止
2019 年以降、 EURO6 未対応車に追加課金
CO2 排出量 75ｇ/km 以下の車は免除
ディーゼルエンジン車の市内通行を一時禁止
2025 年までにディーゼルエンジン車の市内通
行を禁止することに合意

（※）EURO6 とは、EU が 2014 年に施行した自動車の新たな排出ガス規制
各種資料から埼玉県産業振興公社で編集

3

自動車メーカーの戦略
各国の規制や EV 化推進策を受け、自動車メーカー各社は、今後の電動車投入計画を発表
している。各社とも 2020 年代以降に電動車の投入拡大を計画している。
図表 15：日本メーカーの戦略
・2030 年に、グローバル販売台数における電動車を 550 万台以上
トヨタ

・ゼロ・エミッション車である EV・FCV は、合わせて 100 万台以上を目指す
（2017 年 12 月プレスリリース）

・2030 年に四輪車グローバル販売台数の 3 分の 2 を電動化することを目指す
ホンダ

・バッテリーEV（BEV＝ピュア EV）については、2018 年発売予定の中国専用モ
デルのほかに、他の地域に向けても専用モデルを現在開発中
（2017 年 6 月 Honda Meeting2017）

日本

・2022 年度までに、100％電気自動車（EV）、e-POWER 搭載車を合わせて年間
日産

100 万台販売することを目指す
（2018 年 3 月発表）

・2022 年までに、100％EV を 12 車種発売
日産・三菱・
ルノー

・日本、米国、中国および欧州といった重要市場において全ての主要セグメント
を網羅することを目指す
（2017 年 9 月アライアンス 2022）
各種資料から埼玉県産業振興公社で編集
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図表 16：欧州・中国メーカーの戦略
・2025 年までに電動車を 80 モデル。うち EV が 50 モデル、PHEV が 30 モデル
Volkswagen

（2017 年 9 月「Roadmap E」)

・2025 年に 200～300 万台の EV を販売、グループ販売台数の 1/4
（2016 年 6 月 TOGETHER – Strategy 2025）

欧州

BMW

・2025 年に電動車 25 モデルを投入、そのうち EV は 12 モデル
(2017 年フランクフルトモーターショー記者会見）

・2022 年までに EV を 10 車種
Daimler

・2020 年までにスマートブランドの欧州米国の販売は全て EV 化
(2017 年フランクフルトモーターショー記者会見）

吉利汽車
中国
長安汽車

・2020 年までに販売台数の 90％を NEV に（EV：35％、PHEV＆HEV：65％)
（2015 年 11 月 Blue Geely Initiative)

・2025 年までにガソリン車の販売を終了し電動車に絞る。
（2017 年 10 月 Mission Shangri-La)
各種資料から埼玉県産業振興公社で編集
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1-第 5：販売台数の将来予測
1

世界
IEA は、各国の政策・各国自動車メーカーの広報・電動車開発動向などをベースに世界の
今後の自動車の種類別販売予測を行っている。（IEA：Global EV outlook 2017）IEA の予測
では、2040 年に電動車が 51%とし、そのうち、EV が 15％としている。
図表 17：IEA が示した技術普及シナリオ（平均気温上昇の 2℃達成ケース）

出典：経済産業省

『自動車新時代戦略会議

資料』平成 30 年 4 月 18 日

2

日本
一方、日本政府は「次世代自動車戦略 2010」で国内の次世代自動車普及目標を設定して
いる。この中で 2030 年の EV と PHV を合わせた販売比率を 20～30%としており、これは、IEA
が予測する 2030 年の 19%を上回る値となっている。
図表 18：日本の「次世代自動車」普及目標

出典：経済産業省

『自動車新時代戦略会議
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資料』平成 30 年 4 月 18 日

3

中国
EV・PHV の生産規模で世界をけん引している中国で「中国製造 2025」政策のもとに制定
された「省エネ・新能源自動車技術ロードマップ」による新エネルギー車（EV/PHV）の割
合目標は図表 19 のとおりである。
図表 19：中国の新エネルギー車（EV/PHV）の割合目標

販売台数（台/年）
新エネ車の割合

2015 年（実績）

2020 年

2025 年

2,460 万台(販売)

3,000 万台

3,500 万台

1.35%

7%~10%

各種資料から埼玉県産業振興公社で編集
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15%~20％

2030 年
3,800 万台
40%~50%

Ⅰ-第 6：EV 化への技術課題
1

EV の課題と対応技術課題・解決課題

図表 20：EV の主要課題と課題要素
主要課題

課題要素
◇電池のエネルギー密度の向上

航続距離

◇モータの効率向上
◇空調システムの省力化
◇車両の軽量化
◇電池の高出力化

充電時間の短縮

◇給電装置の高出力化
◇急速充電時のバッテリー冷却

充電インフラの整備
コスト

◇急速充電器の拡充
◇集合住宅向け充電器の拡充
◇電池コストの低減
◇モータのコスト低減

(1)電池
図表 20 のとおり、電池は電動化進展の課題で最も重要な要素であり、日本では NEDO が
2013 年に『二次電池技術開発ロードマップ』を発行している。
このロードマップでは、EV 用のエネルギー密度重視型二次電池の 2030 年のエネルギー密
度は 500wh/kg となり 2012 年の 5 倍の容量を想定している。このエネルギー密度で得られ
る航続距離は 500km と想定されている。また、出力密度も２倍以上となり、充電時間の短
縮も予定されている。ただし、充電時間短縮時の大電流化への対応として更なる高出力密
度化や、充電時のバッテリーなどの高温化に対する冷却システムの構築が求められる。ま
た、正極材を構成するコバルトの資源量（埋蔵量）不足が懸念されており、コバルト使用
量を削減する研究開発も進められている。
その他、重量・コスト・寿命なども大幅な改良が想定され、このマップどおりにバッテ
リーの革新が進めば、EV 化推進が進展すると予測される。
2030 年頃の目標達成のキーテクノロジーとしては、全固体電池が有力技術として研究開
発が進められている。（後述）（参考：2017 年発売の日産リーフは、バッテリーのエネルギ
ー密度は約 200wh/kg、航続距離 400km）

26

図表 21：NEDO 二次電池技術開発

ロードマップ 2013

出典： NEDO 『二次電池ロードマップ 2013』平成 25 年 8 月から埼玉県産業振興公社で編集

【全固体電池について】
現在、実用化されているリチウムイオン電池の正極と負極間のイオン電導体には、有機
電解液が使われているが、全固体型はこれを固体電解質に置き換えたものである。固体電
解質は、難燃性や高い耐熱性（現行品の使用可能温度が 80℃以下であるのに対し、200℃ま
での使用が可能）から安全性や冷却などに必要な電池パックが簡易化できるなどの理由に
より、実質的にエネルギー密度を向上させることができるため、その実用化が期待されて
いる。
図表 22：現行 LIB と全固体電池

出典：NEDO 『平成 30 年度新規研究開発プロジェクト概要/先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第 2 期）
』平成 30 年 3
月から埼玉県産業振興公社で編集

現在、自動車メーカー・電池メーカーなどでは、2030 年前後の実用化を目指し研究開発
が進められている。さらに、NEDO ロードマップに記載されているとおり、2030 年以降に向
けて更なる性能などの向上に向けた革新型電池（空気電池。多価イオン電池など）の研究
開発も進められている。
世界各国でも同様の研究が推進されており、そのロードマップを図表 23・24 に示す。
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図表 23：車載用蓄電池の適用年代イメージ

出典：NEDO 『平成 30 年度新規研究開発プロジェクト概要/先進・革新蓄電池
材料評価技術開発（第 2 期）
』平成 30 年 3 月から埼玉県産業振興公社で編集

図表 24：二次電池の進化シナリオ

2030 年以降

出展：経済産業省

『自動車新時代戦略会議

時期（年）

資料』平成 30 年 4 月 18 日から埼玉県産業振興公社で編集

（2）モータ
《効率》
図表 25 はモータ・インバータの組み合わせによるシステム効率グラフである。最も効率
の良い運転で 95%と高い効率を得ている。一方、市街地走行（低回転低トルク領域）や高速
巡行走行（高回転低トルク領域）での効率が低くなっている。
この特性はモータの基本性能から生じるものであるが、これらの領域での効率を更に向
上させるため、ローターの構造（形状や磁石の配置）の研究、さらに、モータ制御（弱め
磁界制御など）の研究が推し進められている。

28

図表 25：モータ・インバータの組み合わせによるシステム効率

出典：パワーエレクトロニクス学会
日産自動車株式会社

第 204 回定例研究会（JIPE-40-12）平成 26 年 8 月 2 日

石川茂明氏講演資料から（初代日産リーフ（2010 年）搭載システム効率図）

《コスト》
EV 用モータは、高出力を求められ大電流が使用されている。このため、EV 用に使われて
いるネオジウム磁石は高温でも磁力を保つことが求められるため、ジスプロシウムなどの
高価な希少金属類が使用されている。現在一部車種ではジスプロシウムを使用しない磁石
が実用化されているが、更なる改良や、高価なネオジウムを使用しない磁石の研究も進め
られている。
（3）インバータ
システムの高効率化・高出力化・省容積化への期待から、インバータの新技術開発も推
進されている。SiC デバイスは、従来の Si デバイスに対し高耐電圧性・低スイッチング損
失・高周波数作動が可能といった特徴を有している。これにより、高効率化やデバイスの
小型化が可能となってくる。また、高温耐力も優れることから、冷却システムの簡素化な
どにより、実装容積を低減できシステムの小型化が可能となってくる。2017 年 7 月の経済
産業省の「自動車新時代戦略会議」の中間報告では、「2030 年までに、Si パワー半導体か
ら SiC パワー半導体への置き換えを目指す」としている。
（4）充電時間の短縮
充電時間の短縮は、受け取り側の電池性能と供給側の充電器能力の両面からのアプロー
チが必要である。充電時間の短縮は充電電流を増大させることであり、電池の内部抵抗を
下げる努力が求められる。前述の様に二次電池技術開発ロードマップでは、その出力密度
を 2030 年頃に現在の３倍に向上させる計画である。また、高充電電流によるバッテリー・
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ハーネスなどの高温化も課題となり、その冷却システム課題も同時に解決される必要があ
る。
一方、供給側である充電器の出力向上も求められる。現在の急速充電器は日本での主力
である CHAdeMO では出力が 50Kw であるが、CHAdeMO 協議会では電池の高容量化や同時に複
数台の充電を想定し今後 400Kw を計画している。
（5）充電インフラの整備
充電設備としては下記の種別がある。
図表 26：充電インフラの種類

出典：経済産業省ホームページ

EV・PHV 情報プラットフォーム

から埼玉県産業振興公社で編集

普通充電は戸建て住宅などに設置される『コンセントタイプ』とビルなどに設置される
『ポール型』がある。一方、急速充電器が道の駅や高速道路の SA に設置されている。
2017 年時点での日本での充電器の設置数は、普通充電器/急速充電器を合わせて約 2 万
1,000 個所(内急速充電器 7,000)となっている。（除：コンセントタイプ）
経済産業省では、公共用充電インフラの設置計画を図表 27 のとおり計画している。目的
地（駐車場・商業施設など）で主に普通充電器を 2020 年までに 2 万基の設置目標が計画さ
れている。また、経路充電（高速道路・道の駅）では主に急速充電器を 2020 年までに高速
道路で 20 個所、道の駅で 500 個所の空白区間の解消を目指している。一方、非公共用（主
に個人宅）ではマンション対策が課題となっている。マンション入居者数は全体住居数の
40％であるが、購入者の割合が 10％に留まっている。このため、EV 普及を目指すに当たり
マンション入居者の充電利便性向上に対する方策（ハード面及び管理組合の運営方法など
のソフト面）が求められている。
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図表 27：EV・PHV の充電インフラ設置計画
充電器

公共性

主な
経路充電
（高速道路

主に
急速充電器

公共用

SA・PA）
経路充電
（道の駅）
空白区間

主に
普通充電器

公共用

普通充電器

非公共用

計画

372 基設置済

・2020 年までの４年

残る空白区間（70Km）約 20 個所

間で毎年 4～6 基

道の駅 726 基設置済
残る道の駅空白区間約 500 個所

・2020 年までの４年
間で毎年 100～150
基

目的地

約１7000 基設置済（うちディーラーは ・2020 年までの４年

（駐車場・商

約 80％（推定）の店舗に設置済）

間で残り３０００基を

業施設等）

ロードマップでの目標は 2 万基

計画的に設置

個人宅（マン
主に

設置状況（2017 年 3 月末）

設置場所

ション・戸
建）・事務所・
工場など

日本の住宅総数約 5200 万戸に対
し、普通充電の充電コンセントは約
55 万基

EV.・PHEV の所有者
の 90％以上が一戸
建て⇒マンション対
策が必要

出典：経済産業省 『電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金について』
平成 29 年 6 月から埼玉県産業振興公社で編集
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FCV（燃料電池車）の進展の主な課題

トヨタは FCV「MIRAI」を 2014 年 12 月に、ホンダは「クラリティ FCV」を 2016 年 3 月に
発売した。また、大型車ではトヨタが 2018 年 3 月に量産型燃料電池バス「SORA」を発売し
2020 年までに東京で 100 台の普及を見込んでいる。
一方、経済産業省は「水素基本戦略」の中で、2030 年に FCV80 万台、FCV バス 1,200 台
の普及を目標として設定している。
今後、更なる FCV の普及を促すには、水素ステーションの普及と車両価格の低減の 2 点
が重要である。
（1）水素ステーション
2018 年春時点での水素ステーションの設置数は 100 箇所であり、その設置が進んでいな
いことが、FCV 普及の最大の要因となっている。
政府は「水素基本戦略」の中で、2020 年までに 160 箇所、2030 年までに 900 箇所の設置
を目指している。車が先か？ステーションが先か？の議論になるが、現在水素ステーショ
ン一基の価格が 4～5 億円とされており、この価格の低減がポイントとなってくる。
2018 年 3 月に、自動車会社・インフラ会社（石油/ガス会社）・金融投資家が連携し「日
本水素ステーションネットワーク合同会社」を設立し、水素ステーションの普及を目指す
活動が行われることとなった。
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（2）車両価格
トヨタから発売されている「MIRAI」のメーカー希望小売価格（沖縄を除く）は 727 万 4,880
円、ホンダの「クラリティ フューエルセル」が 767 万 2,320 円である。経済産業省の補
助金により、いずれも 500 万円台となっているが、まだまだ高価格である。今後の価格低
減が求められ、スタックの白金使用量の低減などの開発が進められている。
図表 28：水素基本戦略のシナリオ

出展：経済産業省

『水素基本戦略

概要』平成 29 年 12 月から埼玉県産業振興公社で編集
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Ⅰ-第 7：第Ⅰ章のまとめ
◇近年の通信技術/AI/IoT 技術の進展により、『CASE』と称されるコネクティッド・自動運
転・シェア＆サービス・電動車へのモビリティの変革が進んでいる。
◇電気自動車は、自動車発明当初はガソリン自動車より多く生産されていたが、ガソリン
自動車の低価格や航続距離/給油の利便性からその姿を消していった。
◇1990 年以降、大気汚染や地球温暖化を背景とした各国政府規制により電動自動車が見直
され、電池などの技術の進歩が促されその市場性が徐々に拡大していった。
◇大気汚染/地球温暖化の更なる対策が求められており、各国政府の燃費規制/ 排気ガス規
制や都市による電気自動車の推進策が設定されており、また、自動車メーカーの戦略と
相まって、今後の電動車の増加が見込まれている。
◇電動車は、EV/FCV/HV/PHV の 4 種類に分類される。各種電動車は、それぞれに長所短所を
持ち、今後各特徴を生かした、棲み分けの動向にも着目していく必要がある。
◇EV の進展には、航続距離の延長と充電時間の短縮が特に求められている。この課題解決
のためのバッテリーの革新が必須であり、研究開発に着目してゆくことが必要である。
その他、モータの進化、車両重量の軽量化、空調の効率化も重要課題である。
◇FCV の拡大には、水素ステーションの普及が鍵となっており、特にステーション設置価格
の低減が重要である。
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第Ⅱ章：県内中小製造業への実態調査
Ⅱ-第 1：アンケートの概要
EV シフトが、本県内の中小製造業にどのような影響を及ぼすのか、実態を調べる目的で
アンケート調査、ヒアリング調査を実施した。その概要について、以下のとおりに示す。
≪アンケートの概要≫
■調査期間：2018 年 7 月－8 月
■調査方法：
県内で輸送用機械器具（以下、輸送用機器）に関与する企業および、EV シフトに伴い EV
市場への参入が見込まれる調査先 1,000 社を選定して調査票を郵送した。回収数は 204 社
（回収率 20.4％）となった。調査はマークシート方式および自由回答方式併用で実施し、
調査先からアンケート回答を集計して、単純集計、クロス集計の両方式で分析した。
■対象の選定：
調査先 1,000 社は、埼玉県産業振興公社が運営を行う次世代自動車センター埼玉の「自
動車産業部会」の会員企業 130 社のうち大企業を除いた 114 社と、県内各地域に本社また
は生産事業所を置く企業のうち EV シフトによる影響が予想される輸送用機器、電気機械器
具、精密機械器具、鉄鋼、非鉄金属、金属、一般機械器具、窯業、ゴム、プラスチック、
石油製品、化学、塗装・表面処理、情報・通信、紙・パルプ、その他で以上の 16 業種から
選定した。
■報告書の見方
（１）構成比等の計算値は小数点第２位を四捨五入して表記したので、数値の合計が 100％
にならないことがある。
（２）グラフに表記しているｎは、回答事業所数を示している。
■本調査における「EV」および「EV シフト」の定義
本調査では「EV」および「EV シフト」の定義について、以下のとおりに設定する。
①EV とは動力源をモータとし、電池をエネルギー源とする内燃機関を持たない電動車の総
称とする。
②EV シフトとは、わが国をはじめ、欧米、中国などにおいて今後急速に EV が進む自動車業
界の動きを指すものとする。
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１

アンケート回答企業の内訳

図表 1：アンケート回答企業の内訳「業種」

情報・通信, 1.0%

その他, 5.9%

無回答, 2.5%

化学, 1.0%
石油製品, 1.0%

輸送用機械器具,
18.1%

鉄鋼, 2.0%
ゴム, 3.4%
塗装・表面処理,
6.9%

電気機械器具,
12.3%

一般機械器具, 6.9%

非鉄金属, 8.3%

金属, 12.3%

精密機械器具, 9.8%

プラスチック, 8.8%

n=204

アンケート回答企業の内訳については、図表 1「業種」、図表 2「売上高」、図表 3「従業
員数」のとおりに示す。なお、本アンケート調査における業種分類は、株式会社帝国デー
タバンクの「TDB 産業分類」と、埼玉県産業振興公社の「埼玉の技―自動車編―」の業種分
類を併用した。
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図表 2：アンケート回答企業の内訳「売上高」
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図表 3：アンケート回答企業の内訳「従業員数」
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2 現在の輸送用機器（自動車）の製造への関与度
（1） 製造への関与と業種の分布
アンケートではまず、現在「輸送用機器（自動車）の製造に関与しているか」を尋ねた。
「関与している」が 66.7％、「関与していない」が 33.3％と、約７割の企業が関与してい
る結果となった。「関与している」とする企業を業種別（図表 5）にみると、輸送用機器が
17.6％で最も多く、これに、金属が 9.8％、非鉄金属が 6.9％、プラスチック 6.4％などと
素材型業種が続いている。このほか、精密機械器具が 4.9％で、電気機械器具、一般機械器
具、塗装・表面処理がともに 3.9％で続いている。
図表 4：輸送用機器（自動車）の製造に関与しているか

関与していない, 68社
33.3%

関与している,136社
66.7%

n=204
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図表 5：輸送用機器（自動車）の製造に関与する業種の分布

輸送用機械器具,
17.6%

輸送用機器（自動
車）の製造に関与し
ていない, 33.3%

金属, 9.8%

非鉄金属, 6.9%
無回答, 1.0%
その他, 2.9%

プラスチック, 6.4%

化学, 0.5%
石油製品, 0.5%
鉄鋼, 1.0%

精密機械器具, 4.9%
ゴム, 3.4%

電気機械器具, 3.9%

塗装・表面処理, 3.9%

n=204

一般機械器具, 3.9%

（2）売上高全体に占める輸送用機器（自動車）関連の比率
アンケート回答企業 204 社のうち、
「売上高の 80％以上を輸送用機器（自動車）関連が
占めている」とする企業が 16.2％、
「60％以上～80％未満」が 10.8％となっており、合わ
せて約 3 割の企業で、売上高全体に占める輸送用機器（自動車）関連の比率が 60％を超え
ている。
また、輸送用機器（自動車）の製造に関与している企業 136 社のうち、
「売上高の 80％以
上を輸送用機器（自動車）関連が占めている」とする企業が 24.3％、「60％以上～80％未
満」が 16.2％となっており、合わせて 4 割の企業で、売上高全体に占める輸送用機器（自
動車）関連の比率が 60％を超えている。
図表 6：売上高全体に占める輸送用機器(自動車)関連の比率

輸送用機器（自動車）の製造に関与している
関与して
５％以上～ 10％以上～ 20％以上～ 40％以上～ 60％以上～
80％以上 無回答 いない
10％未満 20％未満 40％未満 60％未満 80％未満

売上高全体に占める輸送用機
５％未満
器（自動車）関連の比率

社数
割合

18
8.8%

18
8.8%

12
5.9%

17
8.3%
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15
7.4%

22
10.8%

33
16.2%

1
0.5%

68
33.3%

合計
204
100.0%

≪ヒアリング調査の概要≫
■調査期間：平成 30 年 10 月－平成 31 年 1 月
■調査対象：埼玉県内の中小製造業
■調査社数：21 社
■調査方法：
アンケート調査（平成 30 年 7 月-8 月に実施）の回答企業の中から、EV シフトがもたら
す影響について、5 分類の想定ケースを用意し、各ケースに該当する企業を任意に選択、取
材協力の許可が得られた企業を対象にしてヒアリングを行った。5 分類のケースは、事前の
アンケート調査の設問と回答結果を参考にして、以下のとおりに分類した。個別企業への
ヒアリングは、事前のアンケート回答者を基本に依頼し、その対応者の大半は企業経営者
本人となった。ヒアリング調査に充てた時間は、1 社あたり 1 回、1 時間から 1 時間半を目
途に行った。
■5 分類のケース
ケース1

自動車の製造に関与している。ＥＶシフトで売上の減少はあるが回復は可能である。

ケース２

自動車の製造に関与している。ＥＶシフトで売上の減少はなく、ビジネスチャンスである。

ケース３

自動車の製造に関与していないが、ＥＶシフトはビジネスチャンスと考えている。

ケース４

ＥＶシフトにより、今後大きな変化が想定される輸送用機器から他分野の参入意思がある。

ケース５

自動車の製造に関与している。ＥＶシフトで売上は減少し回復は困難である。

■対象企業の選定方法：
アンケート回答企業を 5 つのケースに分類し、その中から、ヒアリング先として相応し
いかどうかを判断する基準として、EV シフトに対する経営者や自社の考えなどを情報とし
て多くコメントを頂いた企業を優先した。さらにヒアリング先企業の所在地の地域性に偏
りがないよう、県内全域を念頭に再分類し、最後に、これら候補企業に対して、再度、電
話で調査の主旨を説明し、了承が得られた企業を最終調査先として選定した。

41

ヒアリング調査先 21 社について、企業の概要を図表 7 にまとめた。
図表 7：ヒアリング調査の分類について

ヒアリング先全 21 社のうち、
「輸送用機械器具製造業」の 8 社を最多に、
「金属製品製造
業」
（3 社）、
「一般機械器具製造業」、
「プラスチック製品製造業」
（各 2 社）、
「ゴム製品製造
業」、「精密機械器具製造業」、「電気機械器具製造業」、「非鉄金属製造業」、「生産用機械器
具製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」（各 1 社）となった。
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Ⅱ-第 2：アンケート調査集計結果とヒアリング調査による補足説明
1

EV シフトによる影響
まず、アンケート全体の結果について図表 8 のとおりに示す。EV シフトが進むことで、
今後、県内の製造業にはプラス、マイナス両面から影響が出ると考えられるが、アンケー
トでは、
「売上への影響予測」、
「経営に対する影響予測」、
「業績見通し予測」など今後の事
業に対する影響の予測を個別質問で尋ね分類した。アンケート結果では、回答企業 204 社
中 136 社が自動車の製造に関与していて、このうち 73 社が EV シフトの影響から売上減少
を予測している。さらには経営に対する影響では 52 社が「悪影響がある」と回答し、52 社
中 20 社は「業績回復は難しい」と判断する結果を得た。アンケート回答企業の約 10 社に 1
社は EV シフトが進むことで経営に大きな影響を受けると見ていることが分かった。
図表 8：EV シフトによる経営への影響

カッコ内はアンケート回答企業数に占める構成比

また、ヒアリング調査では、今後の見通しを尋ねたアンケート内容の確認に加え、EV シ
フトの影響の現状を確認した。確認対象は、訪問企業 21 社中、輸送用機器を生産、販売し
ている 17 社から聞き取りを行った。この内、将来売上減少を予測している企業は 10 社で
あり、この 10 社が内燃機関に係る製品を生産していると考えられる。このうち、既に影響
が表れている企業は 2 社であり、現状では EV シフトの影響は少ない状況であった。これは、
現状（2017 年）、EV 車の販売比率が 0.4％に留まっているため、影響が発生していないと考
えられる。一方、2 社においては、既に影響が発生している。このうち 1 社はエンジンの開
発用試作品のダイカストメーカーであり、自動車メーカーにおける大型エンジン開発が減
少したことに伴う、試作品発注の減少によるものであり、10 年ほど前からその影響が出て
43

いるとのことであった。また、他の 1 社は金型メーカー（防振ゴム用）であり、エンジン
機種の統合により製品バリエーションが減り、受注が減っているとのことであった。また、
同社でも試作品の発注が減っているとのことであった。
このように、自動車メーカーでの開発が電動化に力を入れ始めていることもあり、試作
品に係る企業に影響が出始めている状況が確認された。また、ブレーキ関連部品の製造会
社では、EV シフトによる減少は「ない」としたものの、海外生産移転により、売上が減少
しているとのコメントが有り、海外生産移転に伴う売上減少にも着目する必要性が指摘さ
れた。
2

EV シフトによる経営への影響

（1）現在の製品ラインアップでの EV シフトによる売上減少幅の予測
「輸送用機器（自動車）の製造に関与している」と回答した企業をみると、
「減少はない」
が 31.4％と最も多く、次いで「10％以上～20％未満」が 8.8％となり、これに「5％未満」
が 8.3％、「5％以上～10％未満」が 7.8％で続いている。一方、「減少幅が 80％以上」とす
る回答は無く、「60％以上～80％未満」が 1.5％にとどまった。
図表 9：現在の製品ラインアップでの EV シフトによる売上減少幅の予測
35%

31.4%

30%
25%
20%
15%
8.3%
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8.8%
5.9%
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0.0%

0%
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少
は
な
い
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０
％
未
満
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n=136

またヒアリング調査でも、EV シフトが進んでも売上の影響は少ない（ない）とした企業
を調査したが、それら企業では全社売上高に占める自動車関連の売上が 10％に満たないケ
ースが複数見られた。電磁ポンプメーカーでは、自動車の製造には関与しているものの、
関連の売上は全体売上高の 5％以下で、EV シフトが進んでも現状では同社の業績には影響
が少ないと考えていた。逆に電動化部品はビジネスチャンスと考えている。自動運転ニー
ズが高まることで、車載カメラ向けに需要が広がると予想している。一方、冷凍・空調向
け機器や冷凍機ユニットの製造を手掛けている企業の場合、自動車関連では冷暖房装置の
部品を手掛けているが、全売上高に占める割合は 7％に留まる。EV シフトが進むことで、
新たにヒートポンプ式の空調が増え、同社のビジネスチャンスも広がると見込んでいた。
またエンジン関連部品を製造している企業も複数あり、一部には売上の減少も見受けら
れたが、その理由としては、取引先の海外生産移転に伴う受注量減少や自動車メーカーの
生産改善などによるものも含まれていて、一概に EV シフトによる影響と判断できないケー
スも見られた。
（2）上記の減少幅の影響をどの様に捉えているか
「現在の製品ラインアップでの EV シフトによる売上幅の減少」について回答した企業を
みると、アンケート回答企業 204 社のうち、
「経営には悪影響はない」が 10.3％に対し、25.5％
の企業で「経営に悪影響がある」と捉えている。
図表 10：減少幅の影響をどの様に捉えているか

輸送用機器（自動車）の製造に
関与していない, 68社
33.3%

経営に悪影響がある,52社
25.5%

経営には悪影響はない,21社
10.3%

無回答, 1社
0.5%

売上は減少しないだろう,62 社
30.4%
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n=204

輸送用機器（自動車）の製造に関与している
減少幅の影響
関与していない
売上は減少するだろう
売上は減少しないだろう 無回答
経営に悪影響がある 経営には悪影響がない
社数
52
21
62
1
68
割合
25.5%
10.3%
30.4%
0.5%
33.3%

合計
204
100.0%

また、輸送用機器（自動車）の製造に関与している企業 136 社のうち、
「経営には悪影響
はない」が 15.4％に対し、38.2％の企業で「経営に悪影響がある」と捉えている。
なお、減少の影響をどのように捉えているのかを業種別にみると、輸送用機械器具をは
じめ、金属、非鉄金属で経営に悪影響があるとの回答が多くなっている。エンジン部品の
多くがメカニカル部品で、鉄やアルミニウムなどの金属を材料にして、機械加工、金属加
工、プレス加工などが行なわれている。したがって、これらの業種では、EV 化が進むこと
による悪影響が懸念されているとみられる。
図表 11：減少幅の影響をどの様に捉えているかの業種別分析

※上記、
「自動車に関与している」企業で、136 社のうち「業種」無回答が 2 社ある。
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（3）「経営に悪影響がある」と回答した企業の今後の見通しと対応
「経営に悪影響がある」と回答した企業 52 社をみると、アンケート回答企業 204 社のう
ち、
「回復可能である」が 12.7％となる一方、
「回復は難しい」は 9.8％、
「わからない」が
2.9％となっている。また、
「経営には悪影響がある」と回答した企業のうち、
「回復可能で
ある」が 50.0％となる一方、
「回復は難しい」は 38.5％、
「わからない」が 11.5％となって
いる。
図表 12：
「経営に悪影響がある」と回答した企業の今後の見通し

輸送用機器（自動車）の製造に関与している
経営に悪影響がある
減少幅の影響
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関与して
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回復可能

回復は難
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悪影響は

少しないだ

である

しい

い

ない

ろう

合計

社数

26

20

6

21

62

68

204

割合

12.7%

9.8%

2.9%

10.3%

30.4%

33.3%

100.0%
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（4）「回復可能である」と回答した理由（複数回答）
「回復可能である」と回答した企業 26 社のうち、「自動車以外の他分野へ展開ができる
から」が 20 社で最も多く、これに「EV 化の新製品・新技術開発が進んでいるから」と「EV
ではないが、自動車部品の新領域拡大を図ることができるから」がともに 12 社で続いてい
る。
図表 13：
「回復可能である」と回答した理由（複数回答）

自動車以外の他分野
へ展開ができるから

20

ＥＶ化の新製品・新技術
開発が進んでいるから

12

ＥＶではないが、自動車部品の新
領域拡大を図ることができるから

12

その他

4

0

5

10

15

20

n=48/有効回答企業数=26

25

社数

ヒアリング調査ではケース 1「自動車の製造に関与している。EV シフトで売上の減少は
あるが回復は可能である」として 7 社を訪問した。7 社中、4 社が全売上高に占める自動車
関連の売上が 9 割を超えていた。
A 社は防振ゴムや車体用ウエザーストリップゴムなどの成形用金型設計、製造を事業の中
心とする売上の 90％以上が自動車産業向けで占められていた。取引先は、自動車メーカー
および Tier1 メーカーで、EV シフトで、エンジン周辺の防振ゴム部品の形状共通化などに
よる受注減、試作開発部品数の減少が見られるが、一方ではケーブルパッキンなど EV に対
する電気系部品の防水、絶縁部品の依頼が増えていると回答を得た。
Ｂ社は売上高の 95％が自動車部品で、そのうちパワーステアリング部品が 60％を占めて
いる企業。かつて機械加工のみで受注、生産活動を行っていたが、その後、独自に鍛造技
術を習得し、現在では機械加工および鍛造の複数工程で受注できる体制を構築していた。
その強みを生かした活動を展開している。EV とは直接、関係はないが、最近、アルミ製の
サスペンション試作に成功している。
また C 社は売上の 92％を自動車関係で占めている。このうち約 40％がエンジン回りの部
品で構成されている。同社は今後、EV シフトが進んで国内市場が減少しても海外市場でガ
ソリン車の需要も伸びると判断しており、売上全体としては問題ないと見ている。そのた
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め、基本的には既存業務に力を入れていく考えを示している。ただし並行して、EV シフト
に対しても積極的に営業を行っており、すでに Tier1 メーカーから EV 部品の受注に成功す
るなど、EV 化の新製品、新技術開発が進んでいる回答を得た。
E 社はアルミ鋳造部品の試作を得意とし、売上の 90％を自動車関係で占めている。同社
は鋳造メーカーであったが、その後、機械加工にも進出した経緯を持つ。業務拡大により
ビジネスチャンスを広げようとする動きは B 社と共通している。同社はエンジン関係の試
作品が多いことから、EV シフトについては 10 年前から影響が出始めていて、早くから対策
を講じている。具体策としては、鋳造、機械加工の一貫生産への取り組みのほか、CAD によ
る設計から製造、X 線を用いた検査までを社内で一貫して行っている。品質保証のできる試
作品を提供する体制を構築している。営業活動にも力を入れていて、販路拡大に向け、自
動車以外の他分野への展開ができているから、EV ではないが、自動車部品の新領域拡大を
図ることができるからとの回答を得た。
F 社は自動車メーカー向けにエンジン部品やトランスミッション部品を生産している。そ
れらの売上は売上高全体の 6 割を占めている。今後、EV シフトが進んだ場合、同社は売上
高の 8 割程度が影響を受けると見ているが、そうなることを見越して、現在、バッテリー
やパワーコントロールユニットの冷却部に使われる部品の受注を狙うなど、EV の新製品・
新技術が進んでいるからとの回答を得た。自動車メーカーとは長年にわたり信頼関係を築
いており、今後も継続的な受注活動につなげていく考えだ。
ケース 1 で回復が可能と答えた企業では、積極的な営業活動を行っていた。F 社は EV シ
フトが進んだ場合、売上の大半が影響を受けると想定し、早くから対策シナリオを描いて
いる。また、B 社、E 社ではコア技術を持ちながら連続した工程の技術を習得、設備を導入
している。複数工程の作業を自社内で行うことで、対外的に技術力をアピールして受注機
会の拡大を目指すと同時に、利益率の引き上げを目指している。これらの活動は、EV シフ
トが進んでも自社への影響を最小限に抑える準備につながっていると考えられる。
このようにアンケート結果と同様、ヒアリングからも自動車以外の他分野への展開や、
EV 化の新製品・新技術の開発が進んでいるなどの回答を得ることができた。
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（5）「回復は難しい」と回答した理由（複数回答）
「回復は難しい」と回答した企業 20 社のうち、「新たな製品が見い出せないから」が 13
社で最も多く、これに「新たな製品・技術候補はあるが、開発技術が不十分だから」が 5
社、「新たな製品・技術候補はあるが、開発リソースが不十分だから」が 4 社、「新たな製
品・技術候補はあるが、販路が見いだせないから」が２社となっている。
図表 14：
「回復は難しい」と回答した理由（複数回答）

新たな製品が見い出せないから

13

新たな製品・技術候補はある
が、開発技術が不十分だから

5

新たな製品・技術候補はあるが
、開発リソースが不十分だから

4

新たな製品・技術候補はある
が、販路が見いだせないから

2

その他

2
0

5

10

15

n=26/有効回答企業数=20

社数

ヒアリング調査ではケース 5「自動車の製造に関与している。EV シフトで売上の減少は
あるが回復は困難である」として 2 社を訪問した。T 社は商用車の足回り部品、油圧部品の
金属切削加工を中心にし、これらは売上全体の 7 割を占めている。数年前から EV 関連部品
の生産も開始している。当初より生産量は大幅に伸びており、自動車メーカーからは、さ
らに増産を求められているが、単価が安く、採算割れの状態だという。同社は、為替が円
高に振れた場合、海外生産に切り替わる恐れがあり、新市場であるが慎重な対応を迫られ
ている。一方、U 社はバルブリフターなど自動車のエンジン部品を量産しているが、売上は
特定の自動車部品メーカー１社に完全依存している。そのため受託先との関係性を重視し
た社内設備の導入や生産体制を敷いている。T 社、U 社ともに自動車関連の売上構成比が高
いことと、今後の EV シフトに自社として具体的な対策を現時点で考えていないことが指摘
される。両者とも、今後の EV シフトで売上が減少し、その結果、売上減少分の回復が困難
であると予想している。アンケート結果と同様、ヒアリングからも回答企業が今後どのよ
うな施策を打ち出すかが課題になると考えられる。
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（6）「経営に悪影響がない」と回答した理由
「経営に悪影響がない」と回答した企業 21 社のうち、「EV シフトで減少する売上比率が
小さいから」が 15 社で最も多く、「経営努力で影響をカバーできるから（経営効率や生産
効率の向上など）」は３社にとどまっている。
図表 15：「経営に悪影響がない」と回答した理由

ＥＶシフトで減少する
売上比率が小さいから

15

経営努力で影響をカバーできるから
（経営効率や生産効率の向上など）

3

その他

3

0

5

10

15

n=21
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Ⅱ－第 3：EV シフトによるビジネスチャンス
1 EV シフトをどのように捉えているか
（1）EV シフトはビジネスチャンスと考えているか（現在は輸送用機器｟自動車｠の製造に
関与していない企業を含む）
「ビジネスチャンスとは思わない」とする企業が 39.7％、「ビジネスチャンスと思う」が
39.7％で拮抗している。一方、「わからない」は 18.6％であった。
図表 16：EV シフトはビジネスチャンスと考えているか
（現在は輸送用機器｟自動車｠の製造に関与していない企業を含む）
無回答,4社
2.0%
わからない, 38社
18.6%

ビジネスチャンスと思う,81社
39.7%
ビジネスチャンスとは思わない , 81社
39.7%

n=204

EVシフトはビジネスチャンスと思う ビジネスチャン ビジネスチャン
か否か
スと思う
スとは思わない

わからない

無回答

合計

社数

81

81

38

4

204

割合

39.7%

39.7%

18.6%

2.0%

100.0%

ヒアリング調査でも本設問に関連して、ケース 2「自動車の製造に関与している。EV シ
フトで売上の減少はなく、ビジネスチャンスである」企業 6 社と、ケース 3「自動車の製造
に関与していないが、EV シフトはビジネスチャンスと考えている」企業 4 社を訪ねた。い
ずれの企業も EV をビジネスチャンスと考えている。ケース 2 のうち I 社は、絶縁材関連の
製品を製造している。小ロット多品種に対応できる技術力が業界他社と比較して優位性が
ある。長年培った経験とノウハウからユーザーの駆け込み寺的な存在になっている。EV 関
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連では、絶縁仕様のニーズが高まっている。まだ量産受注はないが、試作品の受注に成功
している。L 社は自動車関連事業者に電動部品・ネジ用金型を収めている。今後、EV シフ
トが進めば、電動部品の搭載が増えることが予想され、そうなれば電動部品の市場拡大が
期待され、同社の売上増につながると見ている。
M 社はケーブル関連の事業を行っているが、少量多品種の受注に特化しており、1 ロット
あたり少ないものでは 1-2 キログラムという受注でビジネスを行っている。そのため量産
指向の大手企業は市場参入できず、それが同社の強みになっている。I 社や M 社は中小製造
業の事業特性とも言える少量多品種生産を活かした活動で優位性を発揮しようとしている。
量産指向の大手企業は採算性の問題から参入できない市場にビジネスチャンスを見出そう
としているケースと言えるものだ。
一方、ケース 3 では EV を念頭にした自動車市場への参入を目指す企業へのヒアリングと
なった。P 社は電子部品の生産部材を製造している。現在、車載向け製品について自動車関
連企業と直接取引はない。但し、近年、車載用を中心にしてセンサーの需要が高まってい
るため、今後は、そうした製品が増えると見ている。すでに関連の受注案件が寄せられて
いて、同社は自動車関連企業との関係を構築するため、今期から展示会への出展を増やし
ていく考えを持っている。
Q 社は樹脂板加工を行っている。これまで自動車関連といえば、インストルメントパネル
の外形加工、カーナビゲーションシステムのディスプレイパネル、ドアの内張りのトリミ
ングなどに携わったが、EV シフトが進むことでビジネスチャンスが広がると考えている。
車の進化に必要なインフォティメント部品にインストルメントパネル周辺のディスプレイ
があるが、立体化されたタッチパネル可能な部品に必要な樹脂素材を提供できるとしてい
る。EV に並行して自動車の自動運転化が進むことで、運転席まわりの部品が大型化、一体
化が進んでいるが、今後は内装部材にこれまでと違った樹脂が多く使われるだろうと予測
している。試作を含めたワンストップサービスが同社の強みで、今後、中小製造業数社に
よるアライアンスを組む形での提案なども検討していきたいと考えている。
P 社、Q 社は、EV シフトを大きなビジネスチャンスと捉えているが、これまでに自動車メ
ーカーや Tier1 メーカーと仕事をしたことはない。自動車関連企業との接点をどのように
見つけ出していくのか課題になると見られた。アンケート結果と同様、ヒアリングからも
EV シフトをビジネスチャンスと捉えて事業展開しようとする企業の取り組みを確認するこ
とができた。
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（2）「ビジネスチャンスと思う」と回答した理由（複数回答）
「ビジネスチャンスと思う」と回答した企業 81 社のうち、
「その他」が 47 社で最も多く、
次いで「既に EV シフトに対応した製品開発・技術開発を行っているから」が 19 社、
「セン
サーなど今後拡大する自動運転技術や通信技術を持っているから」が 15 社、「自社特有の
EV 関連技術を持っているから」は 6 社にとどまっている。「その他」では、EV 化に伴うデ
ータを扱う周辺分野でのビジネスチャンス、あるいは、自動車部品の軽量化に期待する回
答もあった。
「その他」と回答した 47 社の主なコメント
既に自動運転や AI などに関与するビッグデータに携わるデータセンター向け部品を作っている
関連する通信インフラ（５G 向け基地局 etc)の引き合いが期待できる
充電ステーションの店舗や本部における業務の IT 化がビジネスにつながる
CNF で軽量化。(注)CNF（セルロースナノファイバー）とは、木を構成する繊維をナノレベルまで細かくほぐ
すことで生まれるバイオマス素材のこと。

プラスチック部品の販路拡大
EV 化になっても足回り鍛造品は必要

図表 17：
「ビジネスチャンスと思う」と回答した理由（複数回答）

既にＥＶシフトに対応した製品
開発・技術開発を行っているから

19

センサーなど今後拡大する自動運
転技術や通信技術を持っているから

15

自社特有のＥＶ関連
技術を持っているから

6

その他
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（3）EV シフトによる影響とチャンス
一方、ヒアリング調査でも各ケースに該当する企業に対して、EV シフトの影響と EV シフ
トについてビジネスチャンスと捉える部分について伺った。図表 18 はヒアリング企業 21
社の動向についてまとめた。チャンスとして捉えている回答の中では、センサーやデバイ
ス、車載カメラ、通信技術、コックピットなどを挙げる企業が見受けられた。EV や自動運
転の分野の市場が拡大すると見込み、チャンスを狙おうとするものだ。自動車業界全体で
見た時に、IoT や AＩなどソフトウエアとハードウエアの融合は、EV のみならず自動運転や
コネクティッドでも急速に進んでいる。今後、電子部品の需要拡大や自動車の機能が電子
化されることで他の部品や部材に変化が発生することを見越した企業側の対応や思惑を実
感することができた。
図表 18：EV シフトによる影響とチャンス
ケース

1

2

企業

EVシフトの影響

ＥＶシフトについてチャンスと捉える部分

Ａ

エンジン周辺防振ゴム部品の形状共通化による減少

取引先との関係強化

Ｂ

売上の６０％がパワーステアリング関係。新規参入余地を期待 特にないがチャンスにしたい

Ｃ

既存ビジネスの増加でカバー

電動コンプレッサ部品

Ｄ

ＥＶのリセールバリューの維持

なし

Ｅ

エンジン関係の試作は1０年前から減少

インバータのカバー、モータの外周部品

Ｆ

ＥＶ化で売上の８割が影響を受ける

冷却ライン、潤滑ライン

Ｇ

仕事は微増していると感じる

ヒートシンク、ＥＶ用新部品、車載カメラ

Ｈ

特になし

車載カメラへの展開

Ｉ

特になし

絶縁材、放熱材

Ｊ

影響は少ない

センサーカメラ向け部品の開発

Ｋ

影響は少ない

ＥＶシフト対応部品を開発

Ｌ

実感していない

超硬合金製品の増加

Ｍ

特になし

大手企業の少量部品からの撤退

Ｎ

特になし

金属部品での需要が伸びる

Ｏ

特になし

自動運転通信技術に自社技術が使える

Ｐ

特になし

各種センサー、デバイス

Ｑ

特になし

コックピットまわりの需要発生

Ｒ

特になし

ＥＶ関連技術を持っていない

Ｓ

中長期的な経営戦略で苦心している

ＥＶ関連技術を持っていない

Ｔ

主力のバス・トラックには影響はない

ＥＶ関連技術を持っていない

Ｕ

ビジネスにまだ影響は出ていない。

製品が見いだせない

3

4

5

注：ケース 5 分類については P41 参照
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（4）売上げ増加の見込み額 （「ビジネスチャンスだと思う」と回答した 42 社の合計）
売上げ増加の見込み額は、「ビジネスチャンスだと思う」と回答した 42 社の合計で、40
億 2,850 万円／年となった。１社平均で 9,592 万円／年であった。
このうち、
「EV シフトに伴う現在の製品ラインナップの売上幅の減少」に関する設問に
ついて 31 社が回答している。21 社は「減少はない」と回答している。残る 10 社につい
ては、
「売上幅が減少する」と回答している。この 10 社について現在の年商額から売上減
少額を推計した。この売上減少額に対する新たなビジネスチャンスによる売上増加見込み
額の割合を回復率として試算した。回復率は最少 1.4％から最大 333.3％となった。10 社
の平均回復率は 76.5％となった。
図表 19：売上げ増加の見込み額と回復率

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

売上増加額
万円／年
A
150
300
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
2,000
3,000
3,600
4,800
5,000
5,000
5,000
6,000
7,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
20,000
30,000
50,000
50,000
50,000

売上減少額
（万円）
B
0
0
42,000
72,000
2,100
0
0
0
0
2,145
0
74,486
0
1,500
0
0
60,000
8,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,500
85,000
0

回復率（％）
A÷Ｂ

2.4
1.4
47.6

93.2
4.8
333.3

10.0
80.5

133.3
58.8
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（5）「ビジネスチャンスと思わない」と回答した理由（複数回答）
「ビジネスチャンスと思わない」と回答した企業 81 社のうち、「EV 関連技術を持ってい
ないから」が 46 社で最も多く、次いで「新製品・新技術のためのリソースがないから」が
21 社、
「市場参入に必要な設備投資ができないから」が 16 社で続き、これに「EV ビジネス
に関心がないから」、「その他」がともに 14 社で並んでいる。
図表 20：
「ビジネスチャンスと思わない」と回答した理由（複数回答）

ＥＶ関連技術を
持っていないから

46

新製品・新技術のため
のリソースがないから

21

市場参入に必要な設
備投資ができないから

16

ＥＶビジネスに
関心がないから

14

その他
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（6）「ビジネスチャンスかどうかわからない」と回答した理由（複数回答）
「ビジネスチャンスかどうかわからない」と回答した企業 38 社のうち、「EV シフトで新
たに求められるニーズが分からないから」が 20 社で最も多く、次いで「今後の EV 市場の
動向が分からないから」が 19 社、これに「新製品・新技術に必要なリソースやコストが分
からないから」が 12 社、
「新たな販路が分からないから」が 8 社、
「その他」が 4 社で続い
ている。
図表 21：
「ビジネスチャンスかどうかわからない」と回答した理由（複数回答）

ＥＶシフトで新たに求められ
るニーズが分からないから

20

今後のＥＶ市場の動
向が分からないから

19

新製品・新技術に必要なリソ
ースやコストが分からないから

12

新たな販路が分からないから

8

その他
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(7) EV シフトに向けた取り組み（複数回答）
EV シフトに向けた取り組みについて回答した企業 98 社のうち、
「市場調査」が 40 社で最
も多く、これに「営業・販売活動」が 38 社、
「研究開発・技術開発活動」が 31 社、「人材
教育（又は人材育成）」が 12 社、「海外展開の促進」が 9 社で続いている。
図表 22：EV シフトに向けた取り組み（複数回答）

市場調査

40

営業・販売活動

38

研究開発・技術開発活動

31

人材教育（又は人材育成）

12

海外展開の促進

9

その他
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EV シフトに向けた取り組みではヒアリング調査でもアンケート結果に似た結果が出てい
る。図表 23 はヒアリング調査全社に EV シフトに対応しているか、対応している場合の課
題と取り組みについて聞いたものをまとめた。課題としては情報収集や営業力強化を指摘
する企業が多く見受けられた。これはアンケート結果で最も多かった「市場調査」と同様
に、企業側がまずは「情報」を重視していることが理解できる。
図表 23：EV シフトに対応する課題と取り組み
ケース

1

2

3

4
5

企業
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ｑ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
Ｕ

ＥＶシフトに
対応しているか
対応している
対応していない
対応している
対応している
対応している
対応している
対応していない
対応している
対応している
対応している
対応している
対応している
対応している
対応している
対応していない
対応している
対応していない
対応していない
対応していない
対応している
対応していない

ＥＶシフトに
対応した課題
製品開発
不明
営業力強化
製品の規格化
営業力強化
情報収集
情報収集
不明
人材教育
マーケティング
情報収集
人材教育
人材教育
技術開発
情報収集
人材教育
情報収集
なし
なし
情報収集
なし

課題に対する取り組み
ＥＶでも利用できる防水加工品やケーブル保護材の開発
なし
自動車関連企業とのマッチング機会の設定
業界としてリビルト品の規格化に対応
新たな営業グループを設けて他部門を支援
自動車関連企業とのマッチング機会の設定
不明
なし
機械プログラミングとオペレータ教育
不明
経営トップ自身が最新システムを研究
ＥＶに関する勉強会の開催
産業振興公社が行う研修に派遣
微細化技術の深耕
不明
不明
中小企業同士のアライアンスほか
なし
なし
行っていない
なし

注：ケース 5 分類については P41 参照
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（8）EV シフトなどにより今後大きな変化が想定される輸送用機器（自動車）から、他分野
への参入の意思（対象は現在、輸送用機器｟自動車｠の製造に関与している企業）
他分野への参入の意思について回答した企業は 132 社で、アンケート回答企業 204 社の
うち、「ある」とする企業が 75 社で 36.8％と、「ない」の 57 社で 27.9％を上回っている。
図表 24：ＥＶシフトなどにより今後大きな変化が想定される輸送用機器（自動車）から、
他分野への参入の意思

関与して
いない, 33.3%

ある, 36.8%

無回答, 2.0%

ない, 27.9%

輸送用機械器具業界から、 輸送用機器（自動車）の製造に関与している
他分野への参入の意思
ある
ない
無回答
社数
割合

75
36.8%

57
27.9%

4
2.0%

n=204

輸送用機器（自動車）の製造に
関与していない

68
33.3%

合計

204
100.0%

一方、他分野への参入の意思について回答した企業 132 社のうち、「ある」とする企業が
75 社で 56.8％と、「ない」の 57 社で 43.2％を上回っている。
ヒアリング調査でもケース 4「EV シフトにより、今後大きな変化が想定される輸送用機
器から他分野の参入意思がある」で 2 社に訪問した。R 社は長年、自動車業界向けにブレー
キ部品の製造を行ってきたが、自動車向け部品については、主力取引先の海外生産移転に
伴って受注量が減少している。将来を予測して自動車以外の市場開拓に取り組んでいる。
取引先からの新規顧客の紹介が中心だが、それ以外に同社が先導して、中小企業 4 社によ
る受注活動の協業体制を構築した。単独の企業ではできない加工やサービスを提供できる
様に工夫している。
S 社はエンジンの駆動に用いる軸物加工を得意にしている。今後の EV シフトを念頭にし
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て、自動車で培った技術を応用しながら他分野への進出を考えている。同社はすでに、船
舶用のエンジン関連部品を手掛けており、第 1 段階として EV シフトへの時期が遅れると考
えられる農業用エンジン部品や建設機械エンジン部品、産業用エンジン部品への販路拡大
を目論む。さらに、第 2 段階として、航空宇宙部品やロボット部品などに生産資源を引き
当てていく方針。現段階では赤字だが、今後、中期的な動向をにらんでチャレンジを開始
した段階である。EV について現状は想定される参入部品が見えないという。何もやらない
のがリスクでありトライアンドエラーを繰り返している。
R 社、S 社の 2 社について共通している点は、自社技術をアピールして積極的に新しい仕
事を受注しようとする意欲が見られることだ。R 社は加工と検査などの技術を強みとしてい
る。S 社は研磨を伴う軸物加工を得意にしており、メーン軸に対して偏心した軸物加工に優
位性を持っている。両企業とも資金を含めた経営体力があるうちに新規事業を開拓するた
めの活動を積極的に行っている。このようにヒアリングからはアンケート結果を踏まえて、
自動車以外の他分野への展開を進める企業の取り組みを理解することができた。
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Ⅱ-第 4：埼玉県産業振興公社への期待（複数回答）
1

期待する内容についてのポイント
埼玉県産業振興公社に期待することについて回答した企業 165 社のうち、
「情報提供」が
118 社で最も多く、これに「経営への支援」が 109 社、「現有技術の適用拡大支援」が 100
社、「人材育成」が 95 社、「企業力向上への支援」が 86 社で続いている。
図表 25：埼玉県産業振興公社に期待すること（複数回答）
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n=521/有効回答企業数=165

埼玉県産業振興公社に期待することについて、
「EV シフトはビジネスチャンスと思う」と
回答した企業 81 社のうち、
「情報提供」を 57 社で最も多く挙げており、これに「経営への
支援」が 48 社、「人材育成」が 47 社、「現有技術の適用拡大支援」が 44 社、「企業力向上
への支援」が 43 社で続いている。また、具体的な支援としては「自動車メーカーの考えて
いる将来動向や自動車の進化についての情報」
「自動車メーカーと大手 Tier1 メーカーの欲
しい技術情報の提供」
「我々の知らない技術関連情報」
「Tier1 メーカーに向けたプレゼンテ
ーション機会の設定」「県内の同業者とコラボレーションできる機会の設定」「自動車関係
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の取引先の紹介」「若手社員を対象にした技術研修の実施」「他産業への適用拡大技術支援
の一環として業種交流会の開催」などが求められている。
一方、埼玉県産業振興公社に期待することについて、
「EV シフトはビジネスチャンスと思
わない」と回答した企業 81 社のうち、
「経営への支援」を 38 社で最も多く挙げており、こ
れに「現有技術の適用拡大支援」が 36 社、
「情報提供」が 35 社で続いている。具体的な支
援としては「ものづくり支援の補助金や経営に関する支援」
「機械加工の基礎講座などの技
術研修の実施」などが求められている。埼玉県産業振興公社に期待するいずれの項目も、
「EV
シフトはビジネスチャンスと思う」と回答した企業が、
「ビジネスチャンスと思わない」と
回答した企業を上回っている。
「ビジネスチャンスと思う」とする企業の方が、埼玉県産業
振興公社を活用したいとする積極的な意向が窺われる。
図表 26：埼玉県産業振興公社に期待すること（複数回答）
EV シフトはビジネスチャンスと思う、思わない別の分析
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2 埼玉県産業振興公社に期待する具体的内容
（1）情報提供で期待する具体的内容（複数回答）
「情報提供」の具体的内容をあげた 118 社のうち、
「自動車産業・自動車メーカー・サプ
ライヤーの動向情報の提供」が 97 社、「自動車メーカー・サプライヤーのニーズ技術情報
の提供」が 71 社であった。またヒアリングでは「自動車メーカーの情報が直接聞けるセミ
ナーの開催」を期待する声などが聞かれた。
図表 27：情報提供で期待する具体的内容（複数回答）
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（2）経営への支援で期待する具体的内容（複数回答）
「経営への支援」の具体的内容を挙げた 109 社のうち、「販路拡大支援」が 78 社、「国・
地方自治体等の補助金申請の支援」が 66 社としている。またヒアリングでは「大手企業に
アピールする技術展示会の開催などのチャンスを作って欲しい」といった声が出された。
図表 28: 経営への支援で期待する具体的内容（複数回答）
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（3）現有技術の適用拡大支援で期待する具体的内容（複数回答）
「現有技術の適用拡大支援」の具体的内容を挙げた 100 社のうち、
「他産業への適用拡大
技術支援」が 57 社で最も多く、これに「自動車全般への適用拡大技術支援」が 44 社、僅
差で「EV への適用拡大技術支援」が 43 社で続いている。またヒアリングでは「新たな加工
材料に関して、必要な設備や技術に関するセミナーを実施して欲しい」という声も聞かれ
た。
図表 29: 現有技術の適用拡大支援で期待する具体的内容（複数回答）
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（4）人材育成で期待する具体的内容（複数回答）
「人材育成」の具体的内容をあげた 95 社のうち、「品質・信頼性教育」、「一般工学（機
械・電気電子・材料 etc.)教育）」がともに 47 社で最も多く、これに「EV 技術教育」が 25
社、「自動車技術教育」が 15 社で続いている。またヒアリングでは「大手メーカーの品質
について学べるセミナーの開催を望んでいる」という声が聞かれた。
図表 30: 人材育成で期待する具体的内容（複数回答）
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（5）企業力向上への支援で期待する具体的内容（複数回答）
「企業力向上への支援」の具体的内容を挙げた 86 社のうち、「自社の強み技術の磨き上
げ」が 49 社で最も多く、これに「技術動向調査支援」が 27 社、「開発企画の支援」が 26
社、
「先端技術のベンチマーク調査（分解研究等）」が 15 社で続いている。またヒアリング
では「モータの開発製造について技術や製法に関する支援を求めている」という声が聞か
れた。
図表 31: 企業力向上への支援で期待する具体的内容（複数回答）
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Ⅱ－第 5：調査結果のポイント
本調査は、県内の中小製造業が、それぞれの立場でどのように考え、どのように取り組
んでいるのか（または、これからどのように取り組もうとしているのか）、その実態を把握
し、EV 市場への市場参入及び自動車関連企業の業態転換を支援することを主眼に行った。
以下では、アンケート調査、ヒアリング調査を通じて得た結果について示すが、両調査
結果のポイントについて以下に示す。
1 アンケート調査結果で得たポイント
≪第 1 のポイント：業種で分かれた EV ビジネスへの対応≫
ポイント 1 点目の「経営への影響についてどのように捉えて、どのように対応しようとし
ているのか」については、企業の業種や取り扱う製品によって対応が大きく異なることが
分かった。図表 32 は、アンケートの設問「EV シフトをビジネスチャンスと考えているか」
の回答企業（P52 の図表 16 を参照）を業種別にクロス分析したものだ。
図表 32:「EV をビジネスチャンスと捉えるか」の業種別分析
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※上記「EV シフトはビジネスチャンスと考えているか」の設問に回答した企業は 200 社で、
うち 5 社は業種が無回答であった。
業種ごとに EV シフトをビジネスチャンスと「思う」と「思わない」に結果が分かれてい
るが、輸送用機器と金属については、ビジネスチャンスと「思う」より「思わない」と回
答した企業が多かった。一方、電気機械器具、プラスチック、精密機械器具では、ビジネ
スチャンスと「思う」企業が「思わない」企業よりも多かった。EV シフトが業種によって
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「追い風」「向かい風」になっている実態を把握することができる。
EV 化でエンジンがモータに置き換わることで、製品がメカニカル機構からエレクトロニ
クス機構に変化するため、その影響が当該業種の経営者の考えや経営戦略に反映されてい
ると考える。例えばプラスチックでは、
「ビジネスチャンスと思う」と回答した企業が「思
わない」と回答した企業より大きく上回っている。アンケートによると、同業種では、ビ
ジネスチャンスと思う理由で、
「セルロースナノファイバーで軽量化」、
「軽量化が益々必要
になると思う」、
「EV シフトで透明成形品部品が含まれる」、
「プラスチック部品の販路拡大」
を挙げている。自動車産業では長年にわたり、軽量化技術に取り組んできた。EV 化でバッ
テリーやモータの重量対策として軽量化が求められており、そうした課題がプラスチック
事業者の期待感に「追い風」となって反映されていると言えそうだ。こうした追い風につ
いては、ヒアリング調査でも明らかになっている。軽量化対応ではないが、EV や自動運転
が進むことで、運転席周辺のディスプレイがより高度化されることが予想され、
「タッチパ
ネル可能な部品に必要な樹脂素材を提供できる」など期待の声も出ている。
■売上高でも分かれる EV ビジネスに対する考え
次に図表 33 は、アンケートの設問「EV シフトをビジネスチャンスと考えているか」の回
答企業（P52 図表 16 を参照）を売上高別に分析したものだ。全体的には売上ゾーンごとに
「ビジネスチャンスと思う」
「ビジネスチャンスとは思わない」と回答した企業がばらけた
図表 33：EV をビジネスチャンスと捉えるか売上高別の分析
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※アンケート回答企業 204 社のうち、上記「EV をビジネスチャンスと捉えるか」の設問で
無回答が 4 社、売上高の回答がない企業が 11 社あり、有効回答は 189 社であった。
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結果となった。その中でも、「売上高 1 億円未満」の企業と、「売上高 1 億円以上 2 億円未
満」の企業では、
「ビジネスチャンスとは思わない」企業が「ビジネスチャンスと思う」企
業を上回った。
「売上高 1 億円未満」の企業は、受託ビジネスを中心に特定製品の生産に特
化した、“賃加工”企業が多いと想像され、現在の生産品目が EV シフトで影響を受ける一
方で、生産品の転換が容易ではない事情が窺える。
一方、売上高 20 億円以上の企業では、「ビジネスチャンスと思う」企業が「ビジネスチ
ャンスとは思わない」企業を上回った。
「ビジネスチャンスと思う」と回答した企業の中で
は、売上高 20 億円以上の規模の会社が回答企業の中で最も多く、他の売上群の企業に比べ
て経営のハンドリングに余裕が見て取れるものではないかと考える。例えば、ヒアリング
調査で訪問した企業の中には、「今後の本格的な EV ビジネスの受注には、大型の機械加工
設備が必要になり、他業種との連携が必要と認識し、連携できるメーカーを開拓している」
と回答したケースもある。
■EV シフトでビジネスとして関心を持つ製品や技術
図表 34 は、アンケート回答企業で、「自動車の製造に関与している企業」と「自動車の
製造に関与していない企業」が EV シフトに対してどのような製品または技術をビジネスチ
ャンスと考えているのかについて記載したものだ。
図表 34：EV シフトでビジネスとして関心を持つ製品や技術
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以外のＥＶ化）、ＥＶコントローラの周辺
技術
防振ゴム

2

電子部品

防振ゴム
6

熱関連

3

試作

2

設備計測

6

1

パッキング

厚銅箔プリント基板技術

半導体の研磨、フォトマスクおよび基板研磨

ヒートシンク、放熱材、冷却ライン、
潤滑ラインパイプ
電気関連の開発技術
光・レーザ計測、金型へのメッキ、超硬合金製の

1

金型、自動車関連の試験装置のノウハウ、通信イン
フラの引き合い、充電ステーション店舗のIT化

軽量化

2

セルロースナノファイバー、軽量化
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図表は縦軸に EV で使われる主要な製品や技術、生産方法と、企業がどの分野に興味があ
るのか件数で並べ、横軸に企業がビジネスにしたいと考えている個別の製品や技術につい
てまとめた。アンケートからは、各企業が EV シフトでどういった分野に関心を持っている
のかが見てとれる。高電圧や樹脂成型部品など 12 分類のうち、6 分類では自動車の製造に
関与している企業と、関与していない企業それぞれがビジネスチャンスとして捉えている
ほか、関与していない企業では電子部品分野で EV シフトが進んだ場合の需要を取り込みた
いと考えていることが分かる。
また、自動車の製造に関与する企業で、EV シフトが「経営に悪影響がある」と回答した
企業 52 社のうち、26 社が「回復可能である」
（P43 の図表 8 を参照）と答えた。図表 35 は、
「回復可能である」と回答した企業が、EV シフトで伸ばしたいと考えている製品と技術に
ついてまとめたものだ。図表では、複数の企業で自社が持つ加工技術や設備を使って EV 向
け部品の受注活動に取り組んでいる様子が窺える。伸ばしたいと考えている製品では EV の
中核部品であるモータ関連部品をターゲットにする企業が最も多く、バッテリーやセンサ
ー関連部品がこれに続いている。EV シフトは新たなビジネスチャンスになっていることが
理解できるだろう。
図表 35：EV シフトで伸ばしたいと考えている製品と技術
現在、自社の持つ製品および技術
製品名

ＥＶシフトで伸ばしたい製品と技術

加工技術

製品名

技術名

押出成型ほか

防振ゴム

押出加工、配合

砂型低圧鋳造技術、砂積層鋳型応用技術

モータ系部品、電池用ケース部品、
車体足廻り部品

砂型アルミ鋳物の一体成型技術、
砂積層鋳型活用での複雑形状化部品

自動車部品・電気部品等 自動NC旋盤を用いた小物金属切削加工

モータ、エアコン部品等

小物精密切削技術

ネジ、ボルト、シャフト、
締結部品

センサ、電動車載部品

金属加工技術

砂型アルミ鋳造部品

圧造、転造、切削

金属性スプリング

熱マネージメント関連部品

整流子

成形、旋削、切削

モータ

金属ガスケット

プレス、塗装、熱処理

シーリング、遮熱技術を必要とする
部分

アルミダイカスト部品

モータ、構造部品、センサー部品、ヒー
トシンク

耐熱塗料製造販売

照明機器、電池関連

メインモータではないモータ・部品技術

自動車部品向け樹脂
成形品

電源回り樹脂成型品、バッテリー・キャ
熱可塑性樹脂、インサート成形、熱硬化性
熱硬化性樹脂成形、熱可塑性樹脂成
パシタ、モータ制御用モジュールケー
樹脂成形
形
ス、センサー関連

プラスチック成型品

プラスチック射出成型、金型製作

ゴム成形用金型

マシニングセンタ加工、車体シール部品

モータ、制御基板ケース等

防水加工品、ケーブル保護材

パワーステアリング部品 冷間鍛造+機械加工
オルタネータ、スタート
モータなど自動車部品
全般

再生技術

加工技術

軽量化、アルミ鍛造
電池（バッテリー）

再生技術

※注：同設問は複数回答可で、EV シフトで伸ばしたいと考えている製品と技術については、
回答企業 26 社が対象。このうち記述のある回答分を図表として作成した。
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■自動車以外の新規市場参入への動き
また、
「回復可能である」と回答した企業（P48 の図表 13 を参照）が、業績回復の理由と
しては最も多く挙げた理由が「自動車以外の他分野へ展開ができるから」
（20 社）であった。
「回復可能」と回答した 26 社のほとんどが、機械加工、塑性加工、表面処理加工、鋳造事
業者で、回答が最も多かった「自動車以外の他分野で展開できるから」という結果と照ら
せば、汎用性の効く既存の技術や設備を輸送用機器以外の分野で活用し、新規市場への参
入を目指そうとする姿勢が窺える。
では、実際にどのような分野を目指そうとしているのか、その具体的な市場の内訳を示
したものが図表 36 である。取り扱い製品が異なる 11 社のうち 5 社が新規参入で「医療分
野」を挙げている。医療分野は規制の厳しい業界として知られ、また付加価値の高い業界
でもある。市場参入までは容易ではないが、一端、受注が決まれば、長期間にわたり安定
した収益が望めると言われる。医療機器本体ではなく、部品加工や製品の一部を製造し、
最終製品のメーカーに納めるビジネスであれば、工作機械や鍛造機械など既存の設備によ
る生産が可能で、基本的には薬事法に基づく各種許認可も必要としない。中小製造業でも
比較的に参入しやすく、そうした条件面なども新市場に挙げる背景になっている。また、
回答で二番目に多かった「EV 化の新製品、新技術開発が進んでいるから」に関しては、今
後の EV シフトに積極的に取り組んでいる企業があることが分かる。
図表 36：自動車以外の他分野への展開を考える企業の内訳
自社で行う加工製品

自社が持つ加工技術

新規参入を目指す分野

ゴム成形用金型

機械加工、車体シール部品

医療機器、航空機

自動車部品・電気部品

自動NC旋盤を用いた小物金属切削加工

医療機器

プラスチック成型品

プラスチック樹脂成型加工、金型製作

医療機器、FA機器（ロボット）等

アルミダイカスト部品

ダイカスト鋳造加工、機械加工

医療機器、介護用品

パワーステアリング部品

冷間鍛造、機械加工

建設機械、医療機器

ネジ、ボルト、シャフト、締結部品 圧造、転造、切削加工

IOT機器向け部品

金属加工製品

切削加工

不動産賃貸

設計、金型製作から製品生産

航空機

金属表面防錆処理

建設

熱処理加工

キャスター部品

パイプ加工、プレス加工、溶接など

建材・衛生機器など

自動車試作板金部品、航空エンジン
部品、ガスタービン部品
ジオメット処理加工
自動車部品
（ボルト、ナット、ギア）
排気管・足回りサブフレーム・
ペダル
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■「回復は難しい」と回答する一方、EV シフトをビジネスの好機として捉えている
一方、「回復は難しい」と回答した企業（P50 の図表 14 を参照）は 20 社あった。そのう
ち、
「新たな製品が見い出せないから」が 13 社で最も多く、以下、
「新たな製品・技術候補
はあるが、開発技術が不十分だから」（5 社）、「新たな製品・技術候補はあるが、開発リソ
ースが不十分だから」
（4 社）、
「新たな製品・技術候補はあるが、販路が見いだせないから」
（2 社）となった。図表 37 は「回復は難しい」と回答した企業が、扱っている自動車部品
を一覧にまとめたものだ。その多くがエンジン関連部品で占められている。
図表 37：「回復が難しい」と回答した企業が手掛ける自動車部品
エンジン機構部品

バルブリフター、シャフト、シリンダー、歯車

燃料供給部品

ビーターシート、ガスケット、シール材、エアクリーナー、
オイルクーラーバルブ、燃料供給ポンプ

金型

ダイカスト金型

その他

板金試作部品、各種シート（制振、遮音、防水）、板金プレス

EV シフトが進み、エンジンの需要が次第に減少していった場合に、減少分の売上をどの
ようにカバーするかが、今後の課題として考えられる。そうした中でも、アンケートから
は EV シフトをビジネスにできないかと考えている企業の動きも見てとれる。
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図表 38 は、
「回復が難しい」と回答した企業の中で、
「EV シフトで伸ばしたいと考えてい
る製品と技術」と「その他の対応」についてまとめたものだ。EV シフトで伸ばしたい製品
では、
「回復可能である」と回答した企業が EV シフトで伸ばしたい製品と同様に“モータ”
にターゲットを当てる企業が最も多かった。このことから、回復の程度に関わらず、多く
の企業で EV シフトが進んだ場合に、モータ関連部品がビジネスチャンスとして捉えている
ことが分かった。
図表 38：「回復が難しい」と回答した企業の対応策
自社で取扱う製品

自社が持つ技術

ＥＶシフトで伸ばしたい
製品

ＥＶ化で伸ばしたい技術

ディーゼルエンジン用
切削加工
ポンプ部品
自動車向けエンジン
部品

アルミダイカスト

自動車用各種板金
試作部品

切削加工、タレットパンチ、
プレス加工、各種溶接、
治工具設計製作

その他の対応策
発電機用エンジン

放熱性ヒートシンク、小型
精密部品

アルミダイカストによる
軽量化

新規営業活動及び
拠点の海外化

アルミ加工、アルミ溶接

東南アジアに合同進出

制振、遮音、防水など 混練り、シーティング、粘着 モータ、コンプレッサー周り
各種シート
加工、トリミング加工
の防音、ロードノイズ防音
自動車用ガスケット、
シール材

絶縁材料加工品

クランクシャフト、カム
シャフト、シリンダー
などエンジン部品

長尺物（研磨を含む）、
偏芯軸を有する物の
金属加工

試作・レース用アルミ
自動車部品

切削加工

二輪、四輪の試作、
レース部品

切削加工、研磨加工

足回り部品、バッテリー
関連、モータハウジング

5軸加工、精密加工、
金属３Ｄプリンター
エンジン以外の部品の
受注を増やす。自動車
以外の仕事を増やす

燃料電池関連部品や
先端技術開発に取り組
自動車エンジン部品の
センサー、コネクターの
めっき、焼入れ、治具製作 電池、センサー、コネクター
み、自動車以外の航空
各種めっき他
電磁波シールドメッキ等
機分野等に拡販を図る
メッキ技術を生かす
公共用バルブ、板金
電気溶解技術
プレス、その他の鋳物

モータ、電池等の板金 プ
造型、材質
レス

ロッカーシャフト、カラー 切削加工

モータ関連部品

トラック、バス用部品

切削加工
客先との協業の深化、
技術力の強化

切削加工

■EV シフトは中小製造業の経営の高度化にも関連
中小製造業は、事業規模や経営形態から、複数の業種にまたがって事業を手掛けている、
あるいは取り扱い製品で複数の柱を持っている企業は多くない。輸送用機器に関与してい
る企業で、下請け企業と呼ばれる協力企業の場合、多くが特定製品に特化した生産を行っ
ている。中には自社技術を生かし自社製品によるメーカー機能を持つ事業者もいるが、大
多数の企業では、委託先が設計した図面の指示通りに製品加工を行う、いわゆる“賃加工”
という経営形態を採用している。そのため、加工技術は持っていても、その技術を同業他
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社、他業態へ転用することが委託先企業との契約上、容易ではない。あるいは、それまで
仕事を発注してくれる委託先企業との関係性が強いあまり、自社独自の営業活動や市場調
査をあまり行っていないケースも見られ、アンケート回答からもこうしたケースが散見さ
れた。このため、EV シフトが起きても、それら企業では新市場開拓が容易ではないことも
予想される。EV シフトは、中小製造業の長年のテーマであり、課題でもある「下請けから
の脱却」とも大きく関係する。EV シフトをテーマにして、県内中小製造業が経営の高度化
にどのように取り組むべきか改めて問われる契機にもなっている。
≪第 2 のポイント：EV シフトに関する企業の情報収集≫
ポイント 2 点目の「EV シフトに関する企業の情報収集」については、県内の中小製造業
経営者が EV シフトの進展に対して、どのような対応を進めていくべきなのかを問いかけて
いる。その判断と判断に基づく行動の基準となるのが「情報」だ。
アンケート結果では、
「EV シフトはビジネスチャンスと考えているか」
（P52 の図表 16 を
参照）に関連して、「ビジネスチャンスかどうか分からない」と回答した理由（P58 の図表
21 を参照）では、
「EV シフトで新たに求められるニーズが分からないから」と回答する企
業が 20 社で一番多く、二番目に「今後の EV 市場の動向が分からないから」
（19 社）と回答
した企業が多かった。これはアンケート回答企業が、今後も EV シフトが進んでいくだろう
という認識は持ちながらも、その方向感や距離感が定まらず、自社がどのように進んで良
いのか経営者が悩んでいる姿を映し出している。それは、EV シフトに向けた取り組みとし
て「市場調査に力を入れている」と回答した企業が最も多かった事からも理解できる。
一方、ヒアリング調査でも同様の結果を得た。図表 23（P60）では、EV シフトへの対応
で取り組んでいる事や課題では、「情報収集」（マーケティングも含める）と回答した企業
が 7 社と最も多かった。以下、「人材教育」（4 社）、「営業力強化」（2 社）と続いている。
情報収集については、先に実施したアンケート調査でも、EV シフトに向けた取り組みとし
て「市場調査に力を入れている」と回答した企業が最も多かった。近年、マスコミなどで
EV に関する報道が増え、世界的に EV 市場が拡大するという認識は持つものの、それが自社
のビジネスに対して、いつ頃、どのような形で影響を及ぼすのか、正確な情報を持ち得て
いない企業が多い中で、情報収集を優先的に進めたいとする考えが反映されていると見て
取れる。2 番目に回答の多かった「営業力強化」では、営業力強化のために、営業担当の製
品教育に重点を置いている企業もあれば、販路拡大の取り組みを重要事項として取り上げ
る企業も多くあり、展示会での商談を販路拡大の機会と捉えていることが分かった。広義
に判断すれば、
「情報収集」と「営業力強化」はその活動で重なる部分も多くあり、ヒアリ
ング調査からは、EV シフトに向けて、中小製造業がどこにビジネスチャンスがあるのか探
索していることが理解できる。また、
「人材教育」については、埼玉県産業振興公社が主催
する EV に関する研究会や勉強会への参加や OJT による知識の習得などに力を入れているこ
とが分かった。
図表 39 は、経済産業省の「次世代自動車戦略 2010」、「自動車産業戦略 2014」などを基
に作成したものだが、わが国の政府目標では EV と PHV を合わせた新車販売台数に占める割
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合を 2016 年の 0.6％から 2030 年時点では最大 30％まで高めるとしている。先行して普及
が進む HV と合わせるとその割合は 70％になる。HV、PHV はエンジンを搭載しているため、
自動車部品サプライヤーへの影響は逓減的に進むとみられるが、EV の普及が想定以上に早
いペースで進んだ場合、自動車部品サプライヤーおよび県内経済へは早い段階で影響が出
ると考えられる。では、EV シフトが進んだ場合、本県ではどのような影響が出ると考えら
れるのだろうか。
図表 39：次世代自動車の新車販売実績と政府目標
次世代自動車の新車販売実績と政府目標

販売実数
（普通車、小型四輪車、軽四輪車計）

2014年

2015年

2016年

2017年

469万9,591台

421万5,889台

414万6,458台

438万6,000台

2030年

従来車

76%

73.50%

65.15%

63.97%

30-50％

次世代自動車

24%

26.50%

34.85%

36.02%

50-70％

21.60%

22.20%

30.76%

31.20%

30-40％

EV

0.34%

0.27%

0.37%

0.41%

プラグイン・ハイブリッド車

0.34%

0.34%

0.22%

0.82%

0%

0.01%

0.02%

0.02%

～3％

1.70%

3.60%

3.46%

3.52%

5-10％

ハイブリッド自動車

内訳

燃料電池自動車
クリーンディーゼル自動車

出典：経済産業省「次世代自動車戦略 2010」、「自動車産業戦略 2014」を元に作成
図表 40：埼玉県の工業製品出荷額とそのうち輸送用機器が占める割合

出典：経済産業省

工業統計調査
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20-30％

■本県の自動車関連製品では EV シフトで最大 20％が影響を受ける。
図表 40 は埼玉県の 2016 年の工業統計を基に作成したものだが、全産業出荷総額（12 兆
6,828 億円）のうち、輸送用機器は 2 兆 2,726 億円にのぼり全体の 17.9％を占め、このう
ちの約 96％に相当する 2 兆 1,906 億円が自動車関連製品となる。EV シフトが進んだ場合、
この中で内燃機関の部分品・取付具・附属品や駆動・伝導・操縦装置部品などに影響を及
ぼす可能性があり、その割合は自動車関連製品の最大 20％程度（図表 40 を参照）になる可
能性がある。EV 化が進むことで、既存のエンジン部品および関連部品を製造している製造
業者への影響が懸念されている。エンジン部品の多くがメカニカル部品で、対象部品は鉄
やアルミニウムなどの金属を材料にして、機械加工、金属加工、プレス加工などを行うこ
とから、それら事業者が多い本県では、中長期的な視点で見た場合に一定程度の影響は避
けられないことが予想される。現時点で国内の自動車メーカーが EV への取り組みを進める
背景には、諸外国の政治的判断に基づく海外の法規制対応を睨んだ側面が強い。それら動
向は、当該国の政策次第では規制内容の振れ幅が大きく、また進展の度合いも前後する可
能性もある。
■期待される埼玉県産業振興公社の役割
アンケート調査結果で、EV シフトが「ビジネスチャンスかどうかわからない」との設問
に、「EV シフトで新たに求められるニーズが分からないから」、「今後の EV 市場の動向が分
からないから」と回答した企業が多いのは、EV を巡り「不確定要素」が多いからではない
かと考えられる。今後、EV シフトがどのように進んでゆくのかは、純粋な自動車の技術進
歩、技術動向に加えて、国内外の政治情勢や産業情勢も加味しなければならない。より広
範囲にわたり情報収集やマーケティング調査が必要で、アンケート結果からは回答企業に
不確定要素を含めての情報ニーズが高いことが分かった。また、そうしたニーズは、
「埼玉
県産業振興公社に期待すること」（P63 の図表 25 を参照）からも理解できる。本設問では、
同公社に対する要望として「情報提供」を選択する企業が最も多く、同公社に期待するこ
とについて、EV シフトを「ビジネスチャンスと思う」企業でも 1 番目に「情報提供」を選
ぶ企業が多く、
「ビジネスチャンスとは思わない」企業でも 2 番目に多かった。また、情報
提供を具体的に挙げた企業では、
「自動車産業・自動車メーカー・サプライヤーの動向情報
の提供」が最も多かった。
（P65 の図表 27 を参照）以上のことを鑑みれば、県内の中小製造
業経営者は悩みながらも、EV シフトの今後の方向性を判断し自社なりにシナリオを用意し、
事前に準備を進める必要がある。そのためにも、埼玉県産業振興公社など公的機関のサポ
ートを積極的に活用すべきであろう。
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2

ヒアリング調査結果で得たポイント
ヒアリング調査は、企業経営者の考えや方針など、数値に表れにくい部分を掘り下げて
確認する狙いで実施した。その結果、ヒアリング調査の範囲からは以下の点が判明した。
図表 41：ヒアリング調査から得られたポイント

1

多くの企業が、ＥＶシフトに対して漠然とした不安感を持ち、対応を進めていた。

2

多くの企業が、ＥＶシフトをビジネスチャンスとして捉えていた。

3

ＥＶシフトで、エレクトロニクス関連技術の需要増が期待される。

4

多くの企業が、ＥＶシフト対応で、情報収集や営業活動を重要と認識していた。

≪第 1 のポイント：多くの企業が、EV シフトに対して漠然とした不安感を持ち、
対応を進めていた≫
ヒアリング調査では、多くの企業で EV シフトに対して影響を受けている様子は見られな
かった。EV シフトが進んでも、2030 年頃までは自動車市場に大きな変化はなく、全世界的
に見た場合にエンジン車の需要は当分なくならないということを前提で事業戦略を描いて
いた。しかし、一方では、自社のビジネスモデルや今後の動向を警戒し、EV シフトへの準
備を始めていることが分かった。
≪第 2 のポイント：多くの企業が、EV シフトをビジネスチャンスとして捉えていた≫
ヒアリング調査からは、EV シフトを新たなビジネスチャンスとして捉える企業が多いこ
とが分かった。自社の持つ技術や製品を EV 市場へ展開する計画や構想を持っている現場の
声を幅広くヒアリングすることができた。
≪第 3 のポイント：EV シフトで、エレクトロニクス関連技術の需要増が期待される≫
EV シフトにより、従来のガソリンエンジンの製造では見られなかった新たなビジネスチ
ャンスが生まれていることが分かった。例えばケース 3 は、自動車製造に関与していない
企業のヒアリング結果だが、4 社のうち 3 社がエレクトロニクス技術関連企業で、自社が持
つ技術や製品で貢献できると回答している。O 社はロボットメーカーで、自動運転の通信技
術にこれまでに培った自社の制御技術が応用できると期待している。P 社はフォトマスクメ
ーカーで、EV や自動運転の普及で電子部品の需要が今後、爆発的に伸びると見ている。
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≪第 4 のポイント：多くの企業が、EV シフト対応で、情報収集や営業活動を重要と認識し
ていた≫
ヒアリング調査を通して、多くの企業が EV シフトに対して、情報収集や営業活動を強化
していることが分かった。EV 市場の動向が今後、どのように進むのか判然としない中にあ
って、情報収集や営業活動を強化することで、今後の自社の経営戦略や経営方針に役立て
ようとする動きと考えられる。営業活動では、ケース 5 を除いた、ほとんどのケースで自
社技術をアピールして積極的に新しい仕事を受注しようとする意欲が見られた。受注内容
を見ると、EV シフトとの関連性は必ずしも見られないものもあるが、中には、経営体力の
あるうちに新規事業を開拓する活動を行なっているという回答も得られた。一般的に中小
企業は業界、業態を問わず、大手企業や中堅企業と比べて営業力が弱い。
全売上に占める自動車関連の売上が高い企業や、全売上に占める特定企業への依存度が
高い企業では、従来、既存取引先との関係強化を優先するあまり、独自の営業活動は行っ
てこなかったというケースも多数見られた。EV のように既存の自動車の製造モデルとは異
なる場合、既存のネットワークがマイナスにも働く可能性もあり、情報収集や営業活動は
そうした現状を背景にした、漠然とした不安感を反映していると言えるのではないか。
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Ⅱ－第 6：第Ⅱ章のまとめ
アンケート調査、ヒアリング調査は、EV に関して埼玉県内の中小製造業に今後、どのよ
うな影響を及ぼすのか、その実態を調べる目的から実施した。EV をテーマにして、県内全
域の中小製造業 1,000 社を対象とした本格的な調査は初の試みであり、県内企業が EV シフ
トについてどのように考えているのか、その現状の一端を知ることができた。アンケート
調査、ヒアリング調査からは様々なことが分かったが、最も重要な点は、EV シフトは、回
答企業の業種、保有技術、生産品目、によって、ビジネスの追い風にもなれば向かい風に
もなると判断が分かれたことだ。EV は自動車産業における 100 年に 1 度の技術革命とも言
われ、エンジンがモータに置き換わることで関連製品や同製品を生産する事業者に打撃を
与えるというマイナス面が強調されるきらいもある。調査からは、輸送用機器に関与する
企業では、実際に EV シフトが自社の経営に影響を及ぼすと回答する企業が多く存在してい
ることが分かった。一方では、現在、輸送用機器に関与していない企業の中には、EV シフ
トをビジネスチャンスになると認識し新市場に期待する企業も存在していることが分かっ
た。また、EV シフトが自社の経営に影響を及ぼすと考えている企業でも、多くの企業で自
社のコア技術や設備、この間に培ったビジネスネットワークを通じて、新製品・新技術開
発や新市場開拓に取り組む意欲的姿勢も理解できた。
■EV が契機となる新ビジネスの動き
自動車産業はあらゆる製造業の中でも最も波及効果の高い産業として知られている。図
表 42 は経済産業省がまとめる産業連関表から産業全体への波及効果の大きい業種をまとめ
図表 42：産業連関表で見る自動車産業の波及効果
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たものであるが、あらためて自動車産業のすそ野の広さを理解することができる。今後、
EV シフトが進むことによって、新たな市場が生まれ成長することが期待されている。
EV は文字通り、電動化が進んでいくことで、車載用を中心にしてセンサーなどの電子部
品や精密部品の需要が高まっている。シェアリングや自動運転など、エレクトロニクス技
術で連動する新たな車づくりやビジネスモデルとの相関性も強く、今後もさらに、そうし
た製品や技術を扱う事業者にビジネスチャンスが増える可能性も高まると考えられる。ま
た、EV では外部から電気を充電して、バッテリーに貯めた電気で走行するため、専用の充
電設備や充電器が必要になる。既存のガソリンスタンドの役割を果たす設備だが、アンケ
ートではバッテリーの充電設備筐体や電池の製造設備やその関連の機械設備などをビジネ
スチャンスとする回答も見られたほか、EV ではバッテリーやモータなどの検査装置や計測
器の需要も期待されよう。一方、アンケート調査からはプラスチック事業者による軽量化
への期待を答える企業が複数見られた。自動車産業では長きにわたり、軽量化技術に取り
組んできたが、EV シフトでバッテリーやモータの重量対策として軽量化がさらに求められ
ることを、プラスチック事業者はビジネスチャンスとして捉えていた。
図表 43：EV シフトが経営に悪影響があると考える企業が目指す新分野
「経営に悪影響がある」と回答した企業の見通し
経営に対する見通し

回復可能である

回復は難しい

回答者数

26社

20社

一番多かった回答理由

自動車以外の他分野へ
展開ができるから

新たな製品が見いだせないから

今後、目指す新市場

医療機器、ロボット
航空機、建設機械

医療機器、ロボット、航空機、防災

EV シフトを契機にして、県内企業が新市場開拓を目指そうとする動きも理解できたが、
それら企業が実際にどのような業種を有望と考えているのかもアンケート調査結果から傾
向を掴むことができた。図表 43 は、現在、輸送用機器の製造に関与している企業のうち、
EV シフトが「経営に悪影響がある」と回答した企業を、その後の業績が「回復可能である」、
「回復は難しい」に分類したものであるが、いずれの回答企業でも、今後の目指す新市場
に、医療機器、航空機、ロボットなど次世代の産業を選んでいるケースが多く見られた。
こうした新産業を目指す企業の動きは、県が推進している先端産業プロジェクトの取り
組みに照らして見ると企業ニーズがより分かりやすくなる。図表 44 は同プロジェクトに関
連した補助金申請を取りまとめたものだが、申請件数で医療イノベーションやロボットが
多いことがわかる。最も申請件数の多い医療機器について現在の市場動向について表した
ものが図表 45 である。わが国の医療機器の市場規模は年 3 兆円に迫ろうとしているが、現
状では国産の医療機器よりも海外からの製品輸入の方が多く、こうした市場を国産製品に
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代替化できれば、大きなビジネスチャンスになる。県内の事業者がこうした市場動向を見
ながら、既存の事業で蓄積した技術やノウハウを生かして新分野への参入を目指している
と考えられる。EV シフトを契機にして、県内企業が次世代の産業に参入する動きがますま
す活発化していくことが想定されるだろう。
図表 44：新技術・新製品開発費補助事業の「申請」と「採択」件数の比較
2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

5（9）

4（8）

5（８）

3（10）

10（37）

12（28）

11（30）

10（31）

ロボット

4（15）

6（11）

5（12）

4（18）

新エネルギー

3（12）

5（6）

3（7）

1（6）

5（9）

5（6）

3（4）

1（1）

ナノカーボン
医療イノベーション

航空・宇宙
カッコ内は申請件数

出典：埼玉県資料を元に作成
図表 45：医療機器の国内市場規模
単位： 億円
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国内市場規模
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出典：厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」を元に作成
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輸入金額
生産金額－輸出金額

Ⅱ－第 7：ヒアリング調査企業の対応事例
以下ではヒアリング調査のうち、新分野への進出や業態転換で特徴的な企業を事例集と
してまとめる。
■業態転換成功事例①：「一般機械器具製造業

Ｊ社」

J 社は家庭用の石油ボイラーやヒーターなど燃焼機器に使われる電磁ポンプのメーカー
で、取引先の大半が家庭用暖房器具メーカーである。電磁ポンプはモータを使わずに、電
磁気エネルギーとバネエネルギーによる往復運動を利用し、一定量の流体を圧送・移
送する装置で、部品の品質管理、制御管理には長年の経験とノウハウを持ち、他社よりも
技術的優位性が高い。
これまで自動車関係では、ディーゼルエンジン向けに排ガス除去システムに使われる電
磁ポンプを生産した経験があるが、現在は自動車関連の売上は売上全体の 5％以下となって
いる。同社は電動化をビジネスチャンスと考えているが、EV ではなく自動運転に期待して
いる。自動運転では車載カメラの搭載が増えることが予想されるが、同社にはカメラのレ
ンズ汚れを洗浄する洗浄ノズル向けポンプのビジネスが寄せられており、同社は中長期的
に技術を売り込む準備を進めている。
■業態転換成功事例②：「電子部品・デバイス・電子回路製造業

Ｐ社」

P 社は電子部品向けフォトマスクの専業メーカーで、顧客は大手電子部品メーカーが大半
を占め、直接取引のほか商社経由の取引を行っている。一部、輸出も手掛け、輸出先は中
国、台湾を含めたアジアと米国が中心。
これまでに車載向け製品の売上は直取引ではないが、最近では車載用を中心にしてセン
サーの需要が高まっていることから、今後は、そうした製品が増えると見ている。現在、
自動車業界から、パワーデバイス関連の仕事の話が同社に寄せられている。フォトマスク
は電子機器や搭載される電子部品の精密化、高性能化に伴い、年々、微細化が進んでいる。
製品精度が高くなり微細化が進めばレーザー加工では対応できず、フォトマスクを利用す
るケースが増えると考えている。自動車は EV に加えて自動運転などエレクトロニクス技術
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が多様に使われており、同社のビジネスには追い風になると考えている。自動車関連企業
との販路を開拓するために、今期から展示会への出展を増やしていくなど、精力的に活動
を進めている。
■業態転換成功事例③：「輸送用機械器具製造業

Ｒ社」

R 社はブレーキ関連部品の受託加工を中心にしている。主力製品は、ブレーキホースの接
続部に使う油圧ジョイント部品で、自動車部品以外では、新幹線のブレーキに使われるピ
ストン部品を受託加工している。これらで売上全体の 7 割を占めているが、自動車用ブレ
ーキ部品が発注元の海外生産移転に伴い、生産数量が減少していることから、同社は自動
車以外の製品受注に取り組んでいる。現在までに、新規分野として食品機械に使われる部
品加工の受注に成功している。具体的には、食器洗浄器やフライヤーなど厨房機械に組み
込まれる部品や液体制御バルブの部品などで、同社は積極的な拡販に取り組んでいる。同
社は NC 自動旋盤加工を得意としているが、6 角ポリゴン加工等のアナログ加工も得意とし
ている。発注業者の指定に従って機械加工した後、製品を一度、外注で熱処理した後に社
内で研磨、その後外注にてめっき処理を施して再び社内に戻した後、検査を行い出荷して
いる。製品機能を保証してメーカーに出荷しているが、受託加工全般では過去 10 年間、顧
客からのクレーム件数は 1 件もない。また同社は新規市場の受注活動を本格的に進める狙
いから、今年から中小製造業同士でネットワークを組み、製造、営業の協力体制を敷いて
いる。4 社による協業体制で、単独の企業では出来ない加工やサービスを提供できる様に工
夫し、同社がその旗振り役を担っている。
■新分野進出事例①：「金属製品製造業

Ａ社」

A 社は全売上の 90％以上を自動車産業向けで占めている。エンジン周辺の防振ゴムや車
体用ウエザーストリップゴムなどの成形用金型の設計、製造をメーンにしている。近年は
部品形状の共通化や試作部品点数の削減から受注の減少傾向にあるが、一方では、ケーブ
ルパッキンなど EV 関連のビジネスとして電気系部品の防水、絶縁部品の受注が増えている。
そのため同社は、EV でも利用できる製品として防水加工品やケーブル保護材などの開発を
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進めている。同社の強みは、製品が単純形状のため現有設備で短納期対応が可能なことに
加えて、試作品でも量産品で顧客のニーズに合わせた対応が可能なことである。そうした
対応が顧客から評価され、近年では、成型品メーカーからだけではなく、成型品のユーザ
ー企業からも直接、試作依頼が寄せられている。今後は自動車以外の分野として医療機器
や下水道の補修設備などの需要を掘り起こしていく。
■新分野進出事例②：「一般機械器具製造業

Ｃ社」

C 社は売上高の 92%を自動車関係が占めている。主力製品はターボエンジン用シリンダー
ヘッドガスケット部品、カーエアコンコンプレッサー部品、電動式パワーステアリング部
品で、取引先は Tier1 メーカーをはじめとしている。同社は 20 年前までは、強みとする板
鍛造プレスを活かして、家電品やカメラ部品の生産を行っていた。その後、取引先の海外
生産転換に伴い、より付加価値の高い自動車部品にシフトしてきた。主力のガスケット部
品は今後も需要増を見込んでいる一方で、EV についても受注実績が出ている。すでに、Tier1
メーカーから電動コンプレッサー部品の受注が決まっているほか、大手電機メーカーから
リチウムイオン電池の端子を受注している。納入先企業のリチウムイオン電池は、既に黒
部ダム電気バスでの搭載実績があり、JR 東海の次世代新幹線にも採用が決定している。い
ずれの受注も強みとする板鍛造プレスをはじめ、金型の自社製作、微細穴あけ加工、極薄
板バリ無打抜きなどの技術力が評価されたと考え、今後も積極的な市場開拓を進めていく
考えだ。
■新分野進出事例③：「非鉄金属製造業

Ｅ社」

E 社は砂型アルミ鋳造部品の製造を行っている。売上の約 90％が自動車関連で、取引先
は自動車メーカーと Tier1 メーカーが中心である。扱い品目は、エンジン関係の試作品が
多く、シリンダブロックやシリンダヘッド等の内燃機関部品、足回り系や駆動系の試作部
品を製造し提供している。砂型低圧鋳造技術の設備を持っていることが、他社との差別化
になっている。同社は約 10 年前からエンジン関係の試作品の需要が減り始めており、早く
から EV シフトには危機感を感じていた。EV については、現状は手探り状態であるが、すで
にインバータのカバーやモータ本体の外周部品の試作品の受注に成功している。
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現状はオーダー数の減少をカバーするために 10 年以上前から、CAD データによる型製作、
鋳造、鋳物部品の X 線検査までを自社内で行っているほか、試作品の品質保証を行う体制
を整備している。また、量産を目的とした金型メーカーが取り込めないスポーツカーやマ
リンエンジン向けの少量、中量部品を製造できる体制の構築を現在進めている。合わせて
鋳型製造・鋳造・機械加工の一貫生産などで付加価値の向上に努めている。EV については、
今後の本格的な EV ビジネスの受注には、大型の機械加工設備が必要になり、他業種との連
携が必要と認識しており、現在、連携できるメーカーを開拓している。
■新分野進出事例④：「電気機械器具製造業

Ｍ社」

M 社はエナメル線の製造を行っている。製品の販売先は幅広く、産業機器（ロボット等）、
音響コイル（車載用等高級スピーカー向け）、検査機器（測定器等）など多岐に亘っている。
近年は、工作機械向けとデータセンター用サーバーの HDD 向けが増加している。売上全体
に占める自動車部品は 9％で、主に補助部品用である。
同社は 2000 年時点では、売上の 8 割がブラウン管に使われる偏向ヨーク向けであったが、
ブラウン管から液晶への転換に伴い需要激減に見舞われた。このため、新規開拓に注力し
てきた。その成功事例の 1 つが大学・研究機関の試作品製造である。同分野は少量多品種
が多いため、大手企業の参入はなく、教授らのクチコミで知名度が向上し、ビジネスも舞
い込んでくるようになった。大学・研究機関との協力は現在も続いている。沖縄から北海
道まで幅広く大学とは協力関係にある。EV については、メインモータをターゲットにして
おらず、市場が拡大し量産が増えれば大手企業は小ロットからメインモータ等の多量品に
移行すると見ており、そうした時、同社は EV 関連の少量需要を取り込んでいく考えを持っ
ている。
■新分野進出事例⑤：「プラスチック製品製造業

Ｑ社」

Q 社はアクリルを中心とした、各種樹脂の受託加工（切削、成形、接着ほか）などを手掛
けている。これまでに、遊技機の装飾部品、機構部品や施設用照明のカバーなど、幅広く
加工を受託している。
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これまで自動車メーカーや Tier1 メーカーと取引経験はないが、同社は、EV シフトが自
動車業界との取引をスタートさせるビジネスチャンスと捉えている。車の運転席周辺の部
品は現在、大型化、一体化が進んでいる。欧米では部品素材としてガラスを素材にしたレ
イアウトが主流だが、国内は安全性に配慮して樹脂が多く使われている。しかし、サイズ
が大きい部品は、一体型での加工がしづらく分割での加工の傾向が強く見られる。そうし
た流れから、一体型加工の対応設備を持つ同社はビジネスチャンスと見ている。また、EV
シフトや自動運転技術が進めば、ディスプレイなどに使われる樹脂がふんだんに使用され
ると見ている。
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第Ⅲ章 EV 車両分解調査
Ⅲ-第 1：EV 車両分解調査の狙い
EV 化の進展により、今後サプライヤーとしての中小製造業に求められる技術やビジネス
チャンスとなる分野などを把握するため、2010 年の発売から世界累計販売台数 40 万台を超
える日産自動車「リーフ」の新型モデル（2017 年発売）を分解調査した。

日産自動車「リーフ」

1

分解調査したシステムと部品
以下に示す 13 のシステムや部品を分析することで、2010 年に発売した初代「リーフ」か
ら進化した部分を解析するとともに、性能向上や効率改善、軽量化されたポイント、プロ
パイロット、インフォティメントなど EV ならではの商品価値を調査した。
（1）軽量コンパクト化されたモータ、ジェネレータ一体パワーユニット
（2）パワーユニット構造の進化とモータインバータ
（3）電池システム
（4）充電システム
（5）冷却システム
（6）高圧系の接続
（7）配線系（接続方法、ノイズ対策）
（8）電動制御ブレーキシステム
（9）空調システム＆電動コンプレッサー
（10）電動パワーステアリング
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（11）HMI 関連&インフォティメントユニット
（12）灯火器類
（13）各コントロールユニット
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Ⅲ-第 2：「リーフ」の商品分析
1 先代「リーフ」との変更点
（1）高出力インバータ開発によるモータ出力の向上
(2) バッテリー容量の向上により 400Km 走行を可能とした
（3）アクセルペダルで通常の減速までワンペダル操作可能
（4）EV との親和性の高いプロパイロット運転支援システムを装備
（5）静粛性の大幅な向上
2

先代「リーフ」の流用部分

（1）モータ本体は先代リーフ MMC 採用のモータを流用
(2) サイドドアウィンドウの窓わくとガラスは先代を流用
3 HV モデル日産「ノート e-POWER」との共用化による投資抑制
（1）モータはノート e-POWER と基本を同様にしてライン設備投資費用を抑制
(2) モータインバータの IGBT モジュールはインフィニオン製で統一

図表 1「ノート e-POWER」システム図

図表 2「リーフ」システム図

電気システムは充電装置を除き EV 同様の構成部品
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Ⅲ-第 3：先代「リーフ」からの技術進化
1

主要性能

図表 3：先代「リーフ」と新型「リーフ」の主要性能の比較

2 リチウムイオンバッテリーの進化
（1）セパレータを薄くして低抵抗化し出力を向上
(2) 正極をマンガン酸リチウムから三元系の層状構造に改善
図表 4：セパレータを薄くしたセル構造

図表 5：正極材料とモジュールの変更点

マンガン酸リチウム
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3

運転支援システム（プロパイロット、ADAS）の採用
EV との親和性の高い運転支援システムを採用。先進の画像処理ソフトウェアを搭載した
単眼カメラにより、前方車両や白線を瞬時に三次元的に把握し、その情報をもとにアクセ
ル、ブレーキ、ステアリングを正確に制御して、人間が運転している感覚に近い自然な走
行を実現した。
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Ⅲ-第 4：「リーフ」の構成部品メーカー調査
機能保証として難度の高いモータ、インバータ、充電器などは全てカーメーカーの内製
または日本の大手 Tier1 メーカー製部品となっている。
EV に必要な標準的部品は、先代リーフから大きく変化し、日本メーカーの中国製が大半
を占め、中国メーカー製の部品もいくつか見られることから、中国製の品質リスクが問題
のないレベルにあることが想定できる。特に加工にかかる労務費の高いハーネスやスイッ
チ類が目立っている。また、生産数量の規模が必要な電子部品も同様の傾向にある。
一方、輸送費のかかる樹脂製の大型部品やガラス、灯体系部品は国内製である。
図表 6：公社がメーカーと生産国を調査した部品カテゴリーと部品点数
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Ⅲ-第 5：分解調査から判明した中小製造業が取り組める関連部品
1

モータ関連部品

ステータ構成部品
・モーターハウジング
・サイドカバー
・接続端子
・水冷ジョイント
・マグネットワイヤ
・ステータコア
・ワイヤ絶縁塗料
・高電圧バスバー
・メタルガスケット

ロータ構成部品
・マグネット
・ロータヨーク
・ロータシャフト
・端面板
プレス構成部品
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2

インバータ関連部品
構成部材
・高放熱ハウジング（ADC）
・リークレスハウジング（ADC）
・プレス製カバー（鋼、Al）
・放熱基板、制御基板、大電流基板
・バスバー(銅、アルミ）
・端子リード部品
・リアクトル用銅線、被覆材
・樹脂ケース
・ヒューズ
・温度センサー
・大電流対応導線
・信号線対応小型コネクター
加工処理
・耐蝕表面処理
・メッキ
・異種金属接合

特殊部材

・ヒートシンク、
ヒートスプレッダー
・高熱伝導接合剤
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3

充電器関連部品

構成部材
・高放熱ハウジング（ADC）
・リークレスハウジング（ADC）
・プレス製カバー（鋼、Al）
・放熱基板
・バスバー
・端子リード部品
・リアクトル用銅線、被覆材、
樹脂ケース
・線材被覆塗料
・ヒューズ
・リレー
・温度センサー
・水ジョイント
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4

バッテリー関連部品

構成部材
・電池ケース（Al）
・集電板（銅、Al）
・タブリード
・バスバー
・電池パックケース
・ヒューズ
・絶縁樹脂

設備機器
・集電板バリレスカッター
・タブ溶接機
・バスバー溶接機
・除湿機
・セパレータ―カッター
・高精度積層機
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5

情報通信・電子関連部品

構成部材
・高放熱基板
・ヒートシンク
・高熱伝導シート材
・樹脂レンズ
・反射ミラー
・樹脂ユニットケース
・高精度樹脂ケース(1/100mm)
・樹脂拡散導光板
・細径コネクター端子
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6

運転支援システム関連部品
カメラ
ミリ波レーダー

構成部材
・高放熱基板
・ヒートシンク
・リークレス薄肉ダイカスト
・高熱伝導シート材
・樹脂レンズ（耐汚染処理）
・樹脂ユニットケース
・細径コネクター端子

LIDAR（レーザーレーダー）
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7

音対策部品

モータ音低減インシュレータ

放射音防止インシュレータ

構成部材

振動減衰型インバータケース

・アルミダイキャスト（ADC）
・放射音低減インシュレータ
・放射音低減樹脂プレート
・音漏れ防止シールラバー
・遮音遮熱インシュレータ

遮音型ドアライニング
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8

熱マネージメント

（1）高電圧部品冷却系

構成部材
配管
・金属および樹脂配管
・樹脂ブロー配管
・ジョイント類
・クリップ類
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（2）ヒートポンプ式空調

流路切り替えバルブ

コンプレッサー

構成部材
熱交換器
・フィン
・クラッドアルミパイプ
電動コンプレッサー
・高強度アルミ成形材
・シール材
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（3）その他空調関連

構成部材
遮熱 断熱
・保温内装材
・熱線遮断フイルム
発熱材
・安価高信頼電気ヒータ
蓄熱
・冷暖共用材
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9

車体関連部品
自動運転機能の拡大に合わせ、電動ステアリングと電動ブレーキの採用増加
モータ協調ブレーキシステム
構成部材
・集積型電動ブレーキハウジング
（バリレス加工部品）
・シャフト、ロッド類

構成部材
電動ブレーキキャリパー
・高強度アルミハウジング
・スクリューネジ
・曲げ変位高耐久性のパワーケー
ブル及びシールドスリーブ

構成部材
電動ステアリング
（ステアバイワイヤー）
・軽量モータ
・高強度低フリクション樹脂ギヤ
・オイルレスジョイント

電動パワーステアリング

・中空シャフト

軽量サスペンション
・一体成型アルミダンパーボデー
・樹脂スプリング
・高強度アルミロワーアーム
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Ⅲ-第 6：第Ⅲ章のまとめ
日産自動車の新型「リーフ」（2017 年発売モデル）は「環境に良い EV」というコンセプ
トに加え、走りの楽しさと運転支援システムの先進性を訴求したモデルとして完成されて
いる。
ユーザーが実感できる運転の楽しさと、走行可能距離など不満のない利便性をリーズナ
ブルな値段で提供するクルマとなっており、今後普及する他のメーカーの EV でも同様のコ
ンセプトが予想される。
構成部品の分析から言えることは、高いコスト意識を持った造りとメーカー選定を行な
っていること。車両原価のかなりの部分を電池、モータインバータ、充電器が占め、その
他の構成部品は他機種からの流用や競合によるコストダウンが徹底している様子が窺われ
る。先代モデルで開発した部品や投資品を極力流用しており、モータや減速機、サイドド
アウィンドウの窓わくやガラスも先代モデルの部品を流用している。
軽量化に向けてもコストをかけて採用した部分は見られない。電動化に関連する部品も
その多くは日本メーカーの中国製が占めている。部品メーカーではトヨタ系やホンダ系を
多く採用している姿勢が見られ、ルノーと日産のマークを入れたデンソー部品などグロー
バル購買的なメーカー選定が機能しているようである。
動力系の部品点数は内燃機関搭載車のおよそ 1/4 に減っており、内燃機関関連の部品メ
ーカーは電動化拡大で必要とされる部品を提供していくことが求められており、中小製造
業は今後、更に自社の得意技を磨くことが必要となってくるだろう。
本章では新型「リーフ」の構成部品から、今後伸びるであろう CASE 関連の部品も含め、
中小製造業が取り組み可能な部品をリストアップしたが、大手 Tier1 メーカーも原価構成
比率の 40～50％の部品は外部企業から調達しているため、これらの部品受注を確保してい
くことが中小製造業にとって重要であるといえる。
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第Ⅳ章：結論
Ⅳ-第 1：調査の振り返り
本調査は埼玉県内の中小製造業が、EV シフトに、どのように対応していくのか、その実
態を調べる目的で実施した。調査は、アンケート、ヒアリング、EV 車両分解で構成した。
本章では各調査結果を振り返るとともに、本調査から得た知見をまとめる。
1

アンケート調査
アンケート調査は、県内の中小製造業者 1,000 社を対象とし 204 社から回答を得た。有

効回答数は 20.4％となった。自動車の製造に関与している企業（136 社）、関与していない
企業（68 社）、それぞれの立場の企業に EV シフトの影響を確認した。その結果、いずれの
立場の企業でも、EV シフトをチャンスとする企業とチャンスとは考えていない企業の割合
はほぼ半々になった。（図表 1）
図表 1：EV シフトの影響
全体
自動車の製造に関与している
自動車の製造に関与していない

チャンスと
考えている

チャンスとは
考えていない

わからない

無回答

136

59

56

17

4

68

22

25

21

0

調査前の段階では、EV シフトは県内の自動車産業にマイナスの影響を与える側面が強い
反面、EV シフトをビジネスチャンスと考える企業もいると仮説を立てていたが、アンケー
トからは、実際にビジネスチャンスと考えている企業が予想以上に多く存在することを検
証することができた。さらには、EV シフトへの対応について、
“チャンスと考えている”企
業、
“チャンスとは考えていない”企業の双方で、EV シフトが進むことを念頭に置いた事業
計画を立案し、準備を進めていることも分かった。その点で EV シフトは、自動車の製造へ
の関与の有無に関わらず影響力を及ぼしていることを改めて理解できた。
2

ヒアリング調査
ヒアリング調査は、先行実施したアンケート調査の回答企業の中から、EV シフトがもた
らす影響について、5 分類の想定ケースを用意し、各ケースに該当する企業 21 社を対象に
実施した。ヒアリング調査を通して、企業経営者が EV シフトをどのように捉えて、どのよ
うに対応しようとしているのか、アンケートだけでは分かりにくい“現場の声”を収集す
る機会を得ることができた。
ヒアリング調査全体を通じて言えることは、多くの経営者が、EV シフトを今後の経営課
題として考えていたことだ。しかし、その度合いは、足元の業績に影響を及ぼすような緊
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急的なテーマではなく、中長期的に自社のビジネスモデルに影響を及ぼす問題として捉え
ていた。EV シフトに対しては、今後の業界動向を注視しながら、順次、できる範囲で対策
を取ろうとする堅実な経営姿勢を理解することができた。
また、アンケート調査と同様に、EV シフトを新たなビジネスチャンスとして捉える企業
も多いことが分かった。そうした企業は機械、金属など自動車部品製造の中核を支えるメ
カニクス企業だけではなく、電機や情報通信などエレクトロニクス関連企業も存在してい
た。いずれの企業でも、自社の持つ技術や製品を EV 市場へ展開する計画や構想を持ってい
る現場の声を幅広くヒアリングすることができた。図表 2 は一般社団法人日本自動車部品
工業会が毎年公表する自動車部品出荷額の出荷動向をまとめたものだが、電装品・電子部
品の分野では、他の自動車部品と比べて市場が広がっていることが分かる。EV に加えて、
自動運転やカーシェアリングなどの市場が成長することで、今後、自動車ビジネスにおけ
るエレクトロニクス部品や製品の市場拡大が見込まれており、こうした点からも関連企業
のビジネスチャンスが期待できるだろう。
図表 2：自動車部品全体の出荷額推移
電装品・
電子部品

照明・計器
構成比

エンジン部品

構成比

駆動・伝導

など電気・

構成比 及び操縦装置

電子部品

構成比

部品

懸架・制御
装置部品

構成比

車体部品

構成比

2000

1,137,319

9.3%

2,166,845

17.7%

2,053,408

16.8%

2,452,730

20.0%

974,044

7.9%

3,430,415

28.0%

2005

1,586,284

10.2%

2,768,356

17.8%

2,593,539

16.6%

3,323,015

21.3%

1,021,812

6.5%

4,253,604

27.3%

2010

2,133,627

13.2%

2,633,659

16.3%

2,563,954

15.9%

3,684,394

22.8%

1,152,245

7.1%

3,948,733

24.5%

2015

2,447,893

14.1%

2,794,395

16.1%

2,865,158

16.6%

4,137,615

23.9%

1,033,528

5.9%

3,972,191

23.0%

対2000年
で見た

1,310,574

627,550

811,750

1,684,885

59,484

541,776

4.8

▲1.6

▲0.2

3.9

▲2.0

▲5.0

2015年実績
上段：実数
下段：比率%

単位：百万円

出典：一般社団法人日本自動車部品工業会
3

EV 車両分解調査
EV 化の進展により、今後サプライヤーとして中小製造業に求められる技術やビジネスチ
ャンスとなる分野などを把握するため、2010 年の発売から世界累計販売台数 40 万台を超え
る日産自動車「リーフ」の新型モデル（2017 年発売）を分解調査した。
調査では EV 市場参入に向けて、中小製造業が取り組める部品を抽出するため、車両の構
成部品を調査し分析した。
調査から言えることは、新型モデルは走行可能距離など不満のない利便性をリーズナブ
ルな値段で提供するクルマに完成されていることと、高いコスト意識を持って製造されて
いること。
軽量コンパクト化されたモータ、ジェネレータ一体パワーユニット、パワーユニット構
造の進化とモータインバータ、電池システム、充電システム、冷却システムなどを分析し
た結果、モータやインバータ、充電器、バッテリーなど様々な関連部品の製造に中小製造
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業が取り組めることが判明した。
動力系の部品点数は内燃機関搭載車のおよそ 1/4 に減っており、内燃機関関連の部品メ
ーカーは電動化拡大で必要とされる部品を提供していくことが求められており、中小製造
業は今後、更に自社の得意技を磨くことが必要となってくるだろう。
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Ⅳ-第 2 EV シフト調査から課題として浮上したことは何か
1 EV シフトで影響を受ける中小製造業は、新分野進出や業態転換をどう進めていくのか。
■改めて認識された「情報」の重要性
アンケート、ヒアリングの 2 つの調査では、EV シフトの影響を大きく受けるエンジン関
連部品の製造に関わる企業が、今後の事業の方向性や方針で悩んでいる実態が分かった。
それら企業のほとんどが、自社では製品設計を行わずに、支給された図面通りに材料を所
定の製品形状に加工する協力事業者である。
これらの企業は、受注業務に対して、決められた期限内に、品質の高い製品を納品する
ことを最優先とする技術オリエンテッドを事業の特徴としている。しかしその反面、営業
活動は製造活動ほど注力されていないケースが多く散見された。
中小製造業の営業活動は人材、コストなどの点から、大手企業などと比べて手薄になり
がちであり、経営者自らがトップセールスを行う範囲で得られる情報が中心になっている。
この課題は業界や地域性に関係なく中小製造業に共通した課題でもある。EV シフトは産業
構造に大きな影響を与えるものであり、中小製造業は中長期的な視点から EV シフトへの対
応が求められる。そのためにも多角的な方法による情報収集と、集められた情報に基づく
経営判断がますます重要になると考えられる。
今回の調査を通じて分かったことは、対象企業が EV に関する情報を強く求めていること
だが、具体的には既存の取引先である自動車メーカーや、Tier1、 Tier2 と呼ばれる企業群
が EV シフトに対して、どのような事業スタンスなのか強い関心を示していることを再認識
することができた。例えば、アンケート調査では、埼玉県産業振興公社に対する今後の要
望として、
「自動車産業・自動車メーカー・サプライヤーの動向情報の提供」を選ぶ企業が
圧倒的に多かったことからも理解できるだろう。そのような観点から、埼玉県産業振興公
社などが定期的に行なっている自動車業界の関係者を集めた勉強会やマッチング会は、
「情
報」を収集できる貴重な機会であり、さらに多くの関係企業の参加が期待される。
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図表 3：アンケート結果から見た埼玉県産業振興公社に期待すること（複数回答）

2

既存設備と蓄積した技術や経験を生かした転換が必要
EV シフトが進むことにより、エンジン関連の部品を手掛ける企業を中心に今後、中長期
的に市場の減少が心配されている。アンケート調査、ヒアリング調査からも、全売上高に
占める自動車関連の売上比率が高い企業や、エンジン関連部品の売上が高い企業では、今
後の事業転換、業種転換に向けて悩んでいる姿が浮き彫りにされた。一例だが、ヒアリン
グ調査先の企業では、
“今後、エンジンがなくなるとは考えていない。ただし、中期的な EV
シフトをにらんで、どう変わるべきか苦戦している”とコメントをする経営者もいた。
ヒアリング調査では新分野進出事例、業態転換成功事例として幾つかのケースを紹介し
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たが、多くの企業にとってそれらは容易なことではない。新分野進出事例、業態転換成功
事例に見られる企業の共通点は、既存のビジネスネットワークを生かしていることや、生
産加工に使う既存設備とこれまでに蓄積した技術や経験を生かした形での派生・発展型ビ
ジネスに焦点を当てていることだ。
そうした観点で考えた場合、EV シフトの影響を受ける割合が高いとされる金属加工、機
械加工の事業者は、長年の経験を生かして、新規に EV 関連の市場への参入や他分野への市
場参入を目指すことになろう。例えば、本県は歴史的に医療機器の生産が盛んな地域だが、
現状、同市場は製品の輸入超過が続いている。今後、国産医療機器の市場拡大が期待され
ており、こうした新たな成長分野をにらんで業態転換を進めることも検討の余地が求めら
れる。埼玉県では 2014 年から先端産業創造プロジェクトで医療機器分野を含む成長分野へ
の参入支援をしている。このような支援は今後の本格的な EV シフトを踏まえ、継続してい
くべき実態が確認された。
3

EV シフトの本質は何か
最後に EV シフトの本質は何かという点について触れたい。EV シフトについては、エンジ
ンがモータに置き換わる事象とその影響を指すもので、本調査もそれを主眼に行われた。
しかし、EV シフトを広義で考えた時、その本質は製造業で広がる“技術のデジタル化”で
あると捉えたい。技術のデジタル化とは、規定のマニュアルに従い、一定程度の訓練をす
れば技能熟練者でなくても一定レベルの製品の製造を可能にする変化や状態を指すものだ。
EV では、複雑な機構のエンジンにかわり、モータ、バッテリー、インバータなどの部品
が車を動かす中核部品となるが、それら部品はモジュール部品と呼ばれる汎用性の高いも
のだ。部品同士を組み合わせれば、EV の動力源となる基本コンポーネントが完成する。現
在、中国では大小合わせて 300 社近い EV メーカーが存在すると言われているが、そうした
企業の台頭は汎用性の高い技術や製品の活用がベースになっている。
わが国の製造業では、1970 年代に始まった NC（数値制御）工作機械の登場を皮切りに、
順次、製造現場における技術のデジタル化が進み、現在、3DCAD に代表される設計分野の技
術のデジタル化が進展している。同じく高度にデジタル制御された 3D プリンターやレーザ
ー加工技術も広がってきている。設計から製造に至る範囲で、デジタル化が進展したこと
で、わが国の匠技術に代表される製造業の優位性はかつてないほど揺らいでおり、EV は技
術のデジタル化がもたらす１つの象徴であると考えられる。EV シフトの進展で、エンジン
や関連部品の市場が順次、減少していくことが予想されているが、技術のデジタル化を背
景に新興勢力の EV メーカーが台頭することで、既存の自動車メーカーと EV メーカーによ
る市場競争の激化が懸念される。その過程では、海外市場を巻き込む形での自動車業界の
さらなる再編が進むことが予想される。中長期的には EV シフトの問題とは、エンジンがモ
ータに置き換わる事象とその影響よりも、技術のデジタル化がもたらす新たな自動車づく
りとその結果として生まれる業界勢力図が、県内の自動車関連事業者に影響を及ぼす可能
性も考慮しなければならない。
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4

EV シフトをはじめ CASE をめぐる動向を見据えた先行的な対応が必要
本県は長年、製造品出荷額等で第一位を輸送用機器が占め、その約 9 割が自動車産業と
なっている。図表 4 はわが国と本県の自動車産業の生産規模を比較したものであるが、事
業所数で全国 4 位、従業員数で全国 6 位など全国的に見てもその規模の大きさを改めて理
解することができる。一連の調査を通じて、EV シフトは短期的には本県の製造業に大きな
影響を与えている様子は窺えなかった。しかし、中長期的に EV シフトの影響が顕在化すれ
ば、統計も示すとおりに自動車産業を支えるサポーティングインダストリーである多くの
中小製造業に深刻な影響を及ぼすことも想定される。
図表 4：国内と埼玉県の自動車産業の市場規模の比較
国内と埼玉県の自動車産業比較
国内（Ａ）

埼玉県（Ｂ）

Ｂ／Ａ （％）

埼玉県の
全国順位

事業所数

9,991

553

5.53

4位

従業員数

1,057,212

44,383

4.19

6位

製造品出荷額等

65,140,850

2,272,571

3.5

8位

付加価値額

17,833,188

517,994

2.9

8位

注：製造品出荷額等、付加価値額の単位は百万円。

経済産業省 平成 29 年工業統計表を元に作成
さらに注意しなければならないのが CASE への対応だ。現在、自動車産業は 100 年に 1
度と言われる大変革期を迎えている。EV はその中心となるものだが、変革をより大き
なトレンドで捉えたときにキーワードになるのが CASE だ。CASE は自動車の次世代技術
に関連する Connected（接続性）、Autonomous（自動運転）、Shared &Service（シェアリ
ング）、Electric（電動化）の頭文字を取ったものだが、今後、CASE を軸にして自動車産
業の構造変化や技術革新が進んでいくと考えられている。
図表 5 は一般社団法人電子情報技術産業協会が 2018 年 12 月に発表した CASE 向けデバイ
スの世界生産額の見通しで、CASE に必要とされるデバイスは 2030 年時点には約 13 兆 3,000
億円に達する見通しを示している。
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図表 5：CASE 向けデバイスの世界生産額推移

出典：一般社団法人電子情報技術産業協会
図表では EV と並んで自動運転（A）の分野の市場成長が期待されているが、自動車が IT
（情報技術）やエレクトロニクス技術と融合しながら、さらに進化していくことが理解で
きる。こうした流れを受ける形で、国内外の自動車メーカー各社は CASE への取り組みを強
化している。また同分野では、メガサプライヤーと呼ばれる海外の大手部品メーカーが市
場攻勢を強めており、自動車メーカーは既存の企業間取引にこだわらない動きも見せ始め
ている。CASE 市場の進展でビジネスチャンスの広がりが期待されるが、一方では一層の競
争激化も予想されている。県内の製造業は EV に留まらず広く CASE も視野に入れながらビ
ジネスチャンスを捉える対応が求められるだろう。
本調査は EV をテーマにして県内企業の先行的な取り組みを明らかにしたが、合わせて今
後の想定されるシナリオに向け産学官が一層の連携を強めていくことで、EV シフトを契機
としたさらなる県内産業の活性化が期待される。
５

県内中小サプライヤーの育成に向けて
デジタル化とともに進展するＥＶシフトにより、世界的な技術競争の激化が予想される。
様々なサプライヤーの技術の結集である自動車の商品価値を高める上で、中小サプライヤ
ーの技術力向上は不可欠である。
埼玉県では 2011 年から埼玉県産業振興公社が次世代自動車支援センター埼玉を運営し、
技術指導やマッチング、販路開拓支援などを展開し、中小サプライヤーの育成を図ってき
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た。
EV シフトをはじめとする CASE､MaaS の進展を見据えた自動車産業の強化は、何よりも国
の戦略的支援が求められるが、埼玉県の今後の支援策として期待されるものは以下のとお
りである。
（1） 自動車産業の動向やニーズに関する情報提供
（2） 車両分解調査、技術開発研究、現場改善などを通じた人材育成と生産性向上
（3） 新技術・新製品開発に必要な情報提供、技術指導、開発助成、実証環境や評価試験
の環境づくり、産学官連携の強化
（4） 電気・通信・ソフトなどのメーカー、バスやタクシーなど道路旅客運送業事業者も
含めた既存サプライヤーのネットワーク強化によるビジネス創出の場づくり
（5） 従来のメーカー系列を超えた企業間連携、地域間連携、異業種連携の促進
（6） 販路開拓に向けた国内外の自動車メーカー、Tier１メーカー等々との効果的なビジ
ネスマッチング支援
（7） サプライヤーとしての経営力の強化・安定化に向けた、現有技術の他産業への適用
拡大支援
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経済産業省の平成 31 年度 EV 支援事業

付録-第 1 EV 化に対する行政の取り組み
EV 化に対する行政の取り組みとして、経済産業省の平成 31 年度 EV 支援事業
及び平成 30 年度の EV 購入支援事業、EV インフラ等支援事業、埼玉県の平成 31
年度 EV 技術支援事業、県内自治体の平成 30 年度 EV 技術支援事業（市内に商工
会議所のある 16 市を対象に調査）、EV 購入支援事業（環境省・経済産業省・国
土交通省の次世代自動車ガイドブック 2017-2018 から抽出）、EV インフラ支援事
業（同）を紹介する。
なお、平成 30 年度事業で紹介している経済産業省の EV 購入支援事業及び EV
インフラ等支援事業の平成 31 年度事業と県内自治体の平成 31 年度の EV 技術支
援事業、EV 購入支援事業、EV インフラ支援事業は未定。

1 経済産業省の平成 31 年度 EV 支援事業
中小企業・小規模事業者人材対策事業

出所：経済産業省予算関連資料より
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サプライヤー応援隊（仮称）事業のイメージ

出所：経済産業省予算関連資料より
革新型蓄電池実用化のための基盤技術の開発事業

出所：経済産業省予算関連資料より
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次世代自動車等の開発加速化に係るシミュレーション基盤構築事業

出所：経済産業省予算関連資料より
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金

出所：経済産業省予算関連資料より
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燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金

出所：経済産業省予算関連資料より
クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金

出所：経済産業省予算関連資料より
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省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業

出所：経済産業省予算関連資料より
輸送機器の抜本的な軽量化に資する新構造材料等の技術開発事業

出所：経済産業省予算関連資料より
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電気機器性能の向上に向けた次世代パワーエレクトロニクス技術開発事業

出所：経済産業省予算関連資料より
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経済産業省の EV 購入支援事業（平成 30 年度）
【補助金】

2 経済産業省の EV 購入支援事業（平成 30 年度）
一般社団法人 次世代自動車振興センター（補助事業者）
クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（CEV 補助金）
【補助対象者】
1 地方公共団体・その他の法人
2 個人
3 リース会社注（リース会社が車両購入し、法人・個人等にリースする場合）
注：補助金は、一旦リース会社に交付され、リース料で還元されます。

※国（独立行政法人を含む。）は申請できません。
※自動車販売を営む法人は、申請できる車両に制限があります。
※地方公共団体・企業等の法人及びリース会社の場合は、補助金申請書
内に、法人番号の記入が必要です。補助金の交付を受けた場合には、そ
の情報が国の法人インフォメーションサイトにおいて公表されます。
※個人が購入する電気自動車の場合は、CO2 排出削減量のクレジット化
を推進する J-クレジット事業を実施する「J-グリーン・リンケージ倶楽
部」への入会が必要です
※反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金の交付はできません。
【補助対象車両】
自動車メーカーからの申請に基づき、あらかじめセンターが承認した車
種で、下記などが条件となります。
※初度登録された車両であること
※補助対象車両としてセンターが承認した車種でも、以下の場合は補助
対象になりません。
・既に補助金の交付を受けた車両
・自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「事業用」の車両。補助金交
付は「自家用」に限ります。
・地方公共団体及び地方公共団体が出資する法人が所有もしくは使用す
る塵芥車
・中古の輸入車は日本では初度登録でも補助金交付対象外です。
【主な補助要件】
1 一定の年数は処分（譲渡、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供すること
等の補助金の交付目的に反する行為を言う）できません。処分制限期間
内に処分しようとするときには、事前にセンターの承認を受けなくては
ならず、補助金の一部返納が必要となる場合があります。
2 国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることはできま
126

経済産業省の EV 購入支援事業（平成 30 年度）
【補助金】

せん。地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できます。
等
【補助金交付額】
電気自動車：補助金額は、一充電走行距離に応じて算定されます。
補助金額＝一充電走行距離当りの補助単価(1 千円/km)×一充電走行距離
×補助率 1/1 補助率 1/1 とは 100％の補助の意味です。
燃料電池自動車：補助金額は、クリーンエネルギー自動車の車両本体価格
（定価）と同種・同格のガソリン自動車の車両本体 価格（定価）等との
差額を基準に算定されます。
補助金額＝（Ⓐ車両本体価格―Ⓑ基準額）×補助率 2/3
Ⓐ車両本体価格は、メーカー希望小売価格（いわゆる定価）で、消費税抜
きの価格
Ⓑ基準額は、該当のクリーンエネルギー自動車と同種・同格のガソリン自
動車（ベース車両）の価格
※補助金額は、クリーンエネルギー自動車の種類ごとに定める上限額以
内で、また、補助金額の算出結果が 1 万 5,000 円未満となる車両には補
助金交付はありません。
【自動車の種類ごとの補助金上限額】
電気自動車：40 万円
燃料電池自動車：制限なし
【補助受付台数】
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
ンディーゼル自動車を合わせて、予算の範囲内で受け付けます。
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3 経済産業省の EV インフラ等支援事業（平成 30 年度）
一般社団法人 次世代自動車振興センター（補助事業者）
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金
【補助対象事業】
1 高速道路 SA･PA 及び道の駅等への充電設備設置事業（経路充電）
2 商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業（目的地充電）
3 マンション及び事務所・ 工場等への充電設備設置事業（基礎充電）
【補助対象者】
1 地方公共団体
2 法人（マンション管理組合法人、リース会社を含む）
3 個人（共同住宅のオーナー、法人格をもたない管理組合の理事長および
居住者等）
※国（独立行政法人を含む。）は申請できません。
※地方公共団体・企業等の法人及びリース会社の場合は、補助金申請書内
に、法人番号の記入が必要です。補助金の交付を受けた場合には、その
情報が国の法人インフォメーションサイトにおいて公表されます。
※反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金の交付はできません。
【補助対象充電設備】
充電設備メーカーからの申請に基づき、あらかじめセンターが承認した充
電設備（型式）が対象となります。
※充電設備は「新品」で購入される充電設備であること（「新品」とは、
交付決定通知書の受領後に発注および支払いを行い、充電設備メーカー
が発行する保証書等の保証開始日が交付決定日以降である充電設備をい
う）
【主な補助要件】
1 設置した充電設備（案内板等の付帯設備を含む。）の保有義務期間は設
置完了した日から 5 年であり、これを満了できること
2 国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることはでき
ません。地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できる場合が
あります。
3 センターから充電設備の利用状況等の情報を求められた場合には、利用
状況に関するデータ（利用頻度等）を提供し、当該データを含む設備に
かかる情報について国への提供を行うことを了承すること
等
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【補助対象経費】
1 充電設備の購入費
2 充電設備の設置工事費
【補助金申請の採択等】
申請要件を満たし、予算の範囲内において適切であると認められた場合
にのみ、採択を行います。
採択は、補助金の目的を鑑み、電気自動車等の普及に資する申請である
か等を審議の上、決定されます。
一般社団法人 次世代自動車振興センター（補助事業者）
燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金
｟燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業｠
【補助対象事業】
燃料電池自動車等に燃料として水素を供給するために必要な設備の整備
【補助対象者】
法人、個人事業者（地方公共団体及び地方公共団体が出資する法人を含
む。連名を含む）
※反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金の交付はできません。
【補助対象経費】
1 設備機器費
2 設計費
3 工事費
4 工事負担金
5 その他経費
【補助金の交付上限額】
補助対象経費の２分の１と水素供給設備の水素供給能力等に応じた補
助上限額を比べて低い金額とする。ただし、移動式及びパッケージを含
むものについては、補助対象経費の３分の２と水素供給設備の水素供給
能力等に応じた補助上限額を比べて低い金額とする。
一般社団法人 次世代自動車振興センター（補助事業者）
燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金
｟燃料電池自動車新規需要創出活動補助事業｠
【補助対象事業】
燃料電池自動車に商用の目的で水素を供給するために必要な設備におい
て、燃料電池自動車の需要を喚起するための新規需要創出活動
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【補助対象者】
法人、個人事業者（地方公共団体及び地方公共団体が出資する法人を含む。
連名を含む）
※反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金の交付はできません。
【補助対象活動】
1 水素供給設備を商用の目的で運用することを通じて行う活動であること
2 燃料電池自動車の新規需要を喚起するための活動であること
3 水素供給設備整備事業費補助金又は燃料電池自動車の普及促進に向けた
水素ステーション整備事業費補助金の交付を受けて整備された水素ス
テーションを活用する活動であること
【補助対象経費】
1 新規需要創出活動費（新規需要創出活動の実施に要する経費）：補助率
2/3
2 管理費（補助事業の実施に必要な管理等に要する経費）:補助率 2/3
【補助金の交付上限額】
補助対象経費の３分の２と需要創出活動に使用する水素供給設備の供給
方式に応じた補助上限額を比べて低い金額とする
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【補助金】

4 埼玉県の EV 技術支援事業（平成 31 年度）
埼玉県
埼玉県ものづくり技術・製品開発支援事業費補助金
【対象事業】
県内の中小企業者等が、単独又は他の中小企業者や大学、研究機関等と
連携して行う先進的な技術や製品開発等に係る事業で、次の要件に該当
するもの
1 課題が明確であり、平成 32 年 2 月 28 日までに技術開発や試作品開発等
が可能なもの
2 新産業分野への参入、オンリーワン技術の確立、高度な基盤技術の確立、
ニッチ市場における優位性の確保のいずれかを目的としたもの
3 先端産業 5 分野（ナノカーボン、医療イノベーション、ロボット、新エ
ネルギー、航空・宇宙産業）に係る事業でないこと 等
※「ＥＶ関連技術」及び「自動車内燃機等ＥＶ化の進展により需要の減
少が見込まれる要素技術の転換」に係る事業については補助率を 2/3 と
する
【補助対象事業者】
県内に登記簿上の本店と主なる事業所を有する中小企業者、中小企業組
合で県内で引き続き 1 年以上事業を営む者
【補助金の額】
補助上限 1,000 万円／件 補助率 2/3 以内
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5 県内自治体の EV 技術支援事業(平成 30 年度)
さいたま市
イノベーション技術創出支援補助金
【対象分野】
1 医療・ヘルスケアに関わる技術分野
2 環境・新エネルギーに関わる技術分野
3 防災・減災に関わる技術分野
4 次世代自動車・スマートエネルギー特区計画重点プロジェクトに関わる
技術分野
※2011 年に国の地域活性化総合特別区域に指定され、さいたま市で取
り組んでいる「ハイパーエネルギーステーションの普及」、「スマート
ホーム・コミュニティの普及」、「低炭素型パーソナルモビリティの普
及」の３つの重点プロジェクト
【補助対象事業者】
さいたま市内に事業所を有し、市内で 1 年以上営む中小企業者
【補助金の額】
1 研究開発 補助対象経費の総額に 2 分の 1 を乗じて得た額（1 件につき
80 万円を限度とします）
2

実証実験 補助対象経費の総額に 2 分の 1 を乗じて得た額（1 件につき
250 万円を限度とします）
【次世代自動車・スマートエネルギー特区計画重点プロジェクトに関わる技術
分野に係る補助金の額の特例】
1 研究開発 補助対象経費の総額（1 件につき 80 万円を限度とします）
2 実証実験 補助対象経費の総額（1 件につき 250 万円を限度とします）
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6 県内自治体の EV 購入支援事業（平成 30 年度）
さいたま市
平成 30 年度さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金
【補助対象者】
1 市内に住所を有する個人
2 市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者（事業者）
3 市民又は事業者へ補助対象車両のリースを行うリース事業者
（補足）リース事業者の方は、交付される補助金による本体価格の減額
分をリースを行う補助対象車両の月々のリース料金に反映させなけれ
ばなりません。
（注意）クレジット契約等による車両導入で、販売者等が当該車両の所
有権を留保する場合は補助の対象となりません。
【補助金交付上限額（1 台当たり）】
電気自動車： 5 万円
燃料電池自動車：50 万円
（補足）三菱 i-MiEV（アイミーブ） 及び三菱 MINICAB-MiEV（ミニキャ
ブ・ミーブ）の場合は、急速充電機能が追加されているものが対象に
なります。
（補足）大幅な値下げ等、通常車両との差額に対して補助金額が不適当
と認められるときは、補助金額を引き下げることがあります。
【補助受付台数】
電気自動車：50 台
燃料電池自動車：8 台
上尾市
平成 30 年度省エネ対策推進奨励金
【補助対象者】
1 市内に住所を有し、かつ自ら居住する者であること
2 奨励金申請時に、市税（市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保
険税、軽自動車税）を滞納していないこと
【補助対象要件】
1 一般家庭での使用等を目的とした平成 30 年 4 月 1 日以降に購入されたも
の（リース契約※を含む）
※資産の使用開始日以降または同日から一定期間経過後、当事者または
双方がいつでも解約を申し入れすることができる旨の定めがないもの
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2 自作や中古品、市から他の補助金等を受けているものは対象外
【補助金額】
電気自動車：(1)、(2)いずれかを比べ少ない額
(1)当該自動車の購入に要する費用の 2 分の 1（100 円未満端数切捨）
(2)5 万円
【補助受付台数】
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、電動バイク（以上 B グル
ープ）、住宅用太陽光発電システム、太陽熱温水器、水式ソーラーシス
テム、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）
ハイブリッド給湯器（以上 A グループ）、HEMS（ホームエネルギーマネ
ジメントシステム、グリーンカーテン（以上 C グループ）を合わせ、600
万円の予算額内
(注意事項）同一年度内において一世帯につき、A グループから各 1 つ、
B グループから各 1 つ、C グループから 1 つまでとなります。
川口市
平成 30 年度川口市地球温暖化対策活動支援金
【補助対象者】
1 市内に住所を有している個人であること
2 市税に滞納がないこと
【補助対象要件】
1 購入する車両が転売目的若しくは中古品でないこと
2 四輪以上の燃料電池自動車であること
3 平成 31 年 2 月 28 日までに新車新規登録が行われた自動車であること
4 道路運送車両法第 60 条第 1 項の規定により交付される自動車車検証にお
ける使用の本拠の位置及び使用者の住所が市内にあること
5 車両の納車日が平成 30 年 3 月 1 日から平成 31 年 2 月 28 日までの間であ
ること
※4 年以内に当該車両を処分する場合、川口市への承認申請及び支援金
の全額若しくは一部の返還が必要となります。
【補助金額】
燃料電池自動車:購入費に 2 分の 1 を乗じて得た額(1,000 円未満切捨)
とし、1 台当たりの上限額は 50 万円
【補助受付台数】
5台
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杉戸町
平成 30 年度次世代自動車普及促進対策補助
【補助対象者】
町内に住所を有している方（法人は除く）
【補助対象要件】
1 新車新規登録日は、補助金交付決定通知日以降であること
2 車検証の所有者又は使用者の名義が申請者となり、かつ、使用の本拠の
位置が杉戸町内であること
【補助金額】（1 台当たり）
電気自動車：5 万円
【補助受付台数】
電気自動車とプラグインハイブリッド自動車を合わせ、10 台
草加市
平成 30 年度草加市地球温暖化防止活動補助金
【補助対象者】
1 実績報告書の提出時において、市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記
載されている者であること
2 補助金申請時に市税を滞納していないこと（完納のみ、分納不可）
※個人向けの補助金になりますので、企業名義等で購入する場合は対象
外になります。
【補助対象要件】
1 1 ヵ月用エコライフチェックシートを提出すること
2 購入前に申請すること（原則購入から 2 週間以上前に申請が必要です）
3 新車で、購入し、継続して使用することが対象となります。
【補助金額】
電気自動車：2 万円
燃料電池自動車:2 万円
【補助受付台数】
次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット
車）、太陽光発電システム、太陽熱・地中熱利用給湯器、家庭用コージ
ェネレーションシステム、燃料電池給湯器、家庭用蓄電池、HEMS、雨水
貯留施設を合わせ、1,250 万円の予算額内
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所沢市
平成 30 年度所沢市スマートエネルギー補助金
｟家庭用｠
【補助対象者】（次の要件を全て満たす方）
1 自らが居住する市内の住宅に、補助対象事業を実施する
2 補助金の申請時又は実績報告時に所沢市に住民登録されている
3 補助金の申請時及び実績報告時に市税の滞納がない
4 同一の事業について、市のその他の補助金の交付を受けていない
【補助対象要件】
1 中古品又は自作品でないもの
2 車検証の「使用者の住所」、「使用の本拠の位置」が市内であるもの
3 リース契約の場合には、4 年以上の契約期間を設けているもの
※補助金の交付を受けた財産は 5 年間の保持が必要のため、リース契約
期間が 5 年未満である場合は 5 年間の保持計画について確認を取る場合
があります。
【補助対象経費】
車両本体購入費
※リース契約の場合には、リース契約金額のうち車両本体価格に相当す
る金額とする
【補助金額】
電気自動車：10 万円
燃料電池自動車：50 万円
※（加算措置最大 30％まで）三世代が同居し、日常生活を営んでいる場
合は、補助金総額の 20％。契約業者が市内業者の場合（市内住所で領収
書等を発行できる業者）は、補助金総額の 10％。
【補助受付台数】
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、エコカ
ー充給電設備（V2H）、太陽光発電システム、太陽光採光システム、太
陽熱利用システム、蓄電池、コージェネレーションシステム、バイオマ
スストーブ、雨水貯留槽、ホームエネルギー管理システム、地中熱利用
システム、エコハウスを合わせ、4,600万円の予算額内
｟事業者用｠
【補助対象者】（次の要件を全て満たす方）
1 自らが事業を営み又は活動する市内の事業所に、補助対象事業を実施す
る個人又は法人
2 埼玉県地球温暖化対策推進条例第 12 条の適用を受けない
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3 補助金の申請時及び実績報告時に市税の滞納がない
4 同一の事業について、市のその他の補助金の交付を受けていない
5 個人にあっては、実績報告時に本市の住民基本台帳に記録されている
※自動車販売業者及びリース事業者は原則補助対象者となりません。
【補助対象要件】
1 中古品又は自作品でないもの
2 補助金の交付の申請を受けた日までに市内において 1 年以上継続して事
業を営んでいる事業所において使用するもの
3 リース契約の場合には、4 年以上の契約期間を設けているもの
※補助金の交付を受けた財産は 5 年間の管理が必要のため、リース契約
期間が 5 年未満である場合は 5 年間の管理計画について確認を取る場合
があります。
※補助対象事業の経費の合計が 100 万円以上（税込）となる事業が補助
対象となります。
【補助金額】
電気自動車：10 万円（一律）
燃料電池自動車：50 万円（一律）
【補助受付台数】
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、エコカ
ー充電設備（急速充電器、普通充電器）、太陽光発電システム、太陽光
採光システム、太陽熱利用システム、地中熱利用システム、高効率機器、
エネルギー管理システム、蓄電池、冷凍冷蔵設備、省エネ照明、エコオ
フィス、その他を合わせ、500万円の予算額内

戸田市
平成 30 年度戸田市電気自動車等導入費補助金制度
【補助対象者】
1 1 年以上市内に住所を有する市民
2 1 年以上市内で事業を行っている事業者
（注釈）いずれも市税を完納していること
※リースの場合、リースにて車両を導入する方が補助対象（申請者）と
なります。リース事業者を申請者とすることはできません。
また、リース契約の期間が 3 年以上あること。
【補助対象要件】
1 新たに初度登録するもので、自動車車検証の所有者又は使用者の名義が
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申請者となり、使用の本拠の位置が戸田市内となることを条件とする
2 申請日から過去 5 年以内に本補助制度を活用して電気自動車等の導入を
行った方は補助対象外とする
【補助金額】
電気自動車：1 台 15 万円
燃料電池自動車：1 台 50 万円
【補助受付台数】
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、据置型
電気自動車充給電設備を合わせ、300 万円の予算額内
※当補助金で申請対象としたものに対し、戸田市で行う別の補助金を受
ける場合は補助対象外となります。戸田市以外が実施する補助金との併
用は可能ですが、補助金等の収入額と補助金交付額の合計が補助対象経
費（導入費用）を超えることはできません。
東松山市
平成 30 年度つくってためて安心な自立型エコタウン推進補助金
【補助対象者】
1 補助対象車両を導入し、かつ初度登録時における住所が市内にある方
2 補助金の申請時に市税の滞納がない者
【補助対象要件】
1 新車として購入されるもの
2 過去に同一の車両において、市からの補助金の交付を受けていないもの
3 初年度登録から 30 日以内の車両であること
4 V2H と接続する機能又は外部給電を可能とする機能を有する車両である
こと
5 自家用であること
6 リース車両でないこと
【補助金額】
電気自動車:10 万円。V2H に係る補助申請を同時に行う場合は 15 万円
※補助金の合計額のうち 2 万円分は地域通貨「ぼたん圓」で交付します。
【補助受付台数】
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H、家庭用蓄電池を合わ
せ、650 万円の予算額内
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日高市
平成 30 年度日高市燃料電池車導入促進事業補助制度
【補助対象者】
1 次のいずれかに該当すること
ア 市内に事業所もしくは事業所を有する法人
イ 市内に主たる住所、事務所もしくは事業所を有する個人
2 市税の滞納のないこと
※貸渡しの用に供することを目的として燃料電池自動車を導入する事
業者（道路運送法第 80 条第 1 項に規定する許可を受けている事業者は
除くものとする）は補助の対象としません。
【補助対象要件】
1 補助金を受けようとする年度の 4 月 1 日以後に購入し、道路運送車両法
第 7 条第 1 項の新規登録していること
2 新車として購入されるもの
【補助金額】
燃料電池自動車:30 万円
※同一のものに対する補助金の交付は 1 台限りとします。
【補助受付台数】
2台
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7 県内自治体の EV インフラ支援事業（平成 30 年度）
さいたま市
平成 30 年度ハイパーエネルギーステーション整備事業費補助金
【補助対象事業】
(1)不特定多数の者が利用できる電気自動車用急速充電器又は普通充電
器と、(2)当該設備若しくはガソリン等自動車燃料供給設備（ディスペ
ンサー）を停電時に稼働させることが可能な太陽光発電設備と(3)リチ
ウムイオン蓄電池を導入する事業が補助対象事業です。
※ハイパーエネルギーステーションとは、次世代自動車用エネルギー
を平時、災害時問わず供給する機能を有する施設です。
【補助対象者】
補助対象事業を市内で実施する法人又は個人事業者
【補助対象要件】
1 停電時でも、3 日間程度、ガソリン自動車若しくはディーゼル自動車へ
燃料供給出来る、若しくは電気自動車へ給電出来るシステムであるこ
とが必要です。
2 停電時に設備損壊などやむを得ない場合を除き、エネルギー供給の継続
に努めなければなりません。また、緊急車両への優先供給など通常業
務に支障が生じない範囲で国や自治体の支援活動に協力していただき
ます。
3 財産処分を制限する期間は 5 年間になります。その期間は、停電時対応
機能も維持・管理していただくとともに、年一回程度、当該設備の稼
働状況についてご報告していただきます。
4 設備・システムを設置する施工業者は、原則市内に本店もしくは支店等
を有する業者とします。
【補助対象製品】
(1)電気自動車用急速充電器又は普通充電器、(2)発電設備、(3)蓄電設備
※電気自動車用急速充電器または普通充電器は、一般社団法人次世代自
動車振興センターが次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金の
補助対象機種として指定し公開している充電設備又は市長が補助対象
機種として認めたもの。発電設備と蓄電設備それぞれに補助条件あり。
【補助金額】
電気自動車用急速充電器又は普通充電器及び太陽光発電設備、蓄電池の
本体代金及び停電時対応機能を付与するための設備費、工事費などの総
事業費のうち①全体の 1／3、②700 万円、③他補助金を差し引いた残り
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の費用、以上①～③のうち最も低い額を補助します。ただし、災害時に
充電機能とそれ以外に市域内のレジリエンス向上に貢献可能な事業又
は市域内におけるハイパーエネルギーステーション普及に貢献する事
業であると市長が認め、国等市以外の補助金の交付を受けることができ
ない場合は、補助対象設備費、工事費などの事業費のうち①全体の 2／3、
②700 万円、以上①～②のうち最も低い額を補助します。
【補助受付基数】
2基
さいたま市
平成 30 年度さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助
金
【補助対象者】
1 自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施する市民（これから市民になる
方を含む）
2 市税に滞納がない方
【補助対象要件】
1 省エネ対策の工事完了日が、平成 30 年 3 月 16 日(金曜日)から平成 31
年 3 月 15 日(金曜日)のもの
2 一般社団法人次世代自動車振興 センターが実施する「電気自動車・プラ
グインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金」の補助対
象機器として登録されているものであること
3 電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力
として使用するために必要な機能を有するものであること
【補助対象製品】
V2H システム
【補助金額】
5 万円
※市内事業者（市内に本店登記を有する法人、又は市内に住所を有し、
かつ事業所を有する個人事業主）と契約を結び、かつ費用の支払いを行
い、領収書の発行を受ける場合に補助金の加算を行います。加算額は市
内事業者との契約一件につき、補助金額の 2 分の 1 または 2 万円のいず
れか低い額。
【補助受付基数】
V2H システム、太陽光発電設備、太陽熱利用システム（自然循環型）、太
陽熱利用システム（強制循環型）、太陽光採光システム、家庭用燃料電
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池（エネファーム）、家庭用蓄電池、地中熱利用システム、高遮熱塗装
（既存住宅で屋根面のみ）、HEMS を合わせ、1 億 380 万円の予算内
熊谷市
平成 30 年度熊谷市電気自動車等急速充電設備設置費補助金
【補助対象者】
平成 30 年度に、一般社団法人次世代自動車振興センターの電気自動車・
プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金の交付
決定を受け、熊谷市内で電気自動車等の急速充電設備を設置する事業者
【補助対象要件】
1 平成 30 年度に、一般社団法人次世代自動車振興センターの電気自動車・
プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金の交
付決定を受け、設置する急速充電設備であること
2 補助金の対象となる急速充電設備が、一般社団法人次世代自動車振興セ
ンターの交付規程第 4 条第 2 項の、商業施設及び宿泊施設等への充電設
備設置事業（目的地充電）に該当するものであること
3 設置した急速充電設備を不特定多数の者の利用に供すること
4 事業所内に電気自動車等の充電のために必要な駐車場所を確保している
とともに、急速充電設備の設置場所の案内標識を掲げていること
【補助対象製品】
平成 30 年度に、一般社団法人次世代自動車振興センターの電気自動車・
プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金の交
付決定を受け、設置する急速充電設備
【補助金額】
補助対象経費から一般社団法人次世代自動車振興センターの電気自動
車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金を
控除した額の 1/2、上限 50 万円
【補助受付基数】
2基
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鴻巣市
平成 30 年度鴻巣市住宅用新、省エネルギー機器設置費補助金
【補助対象者】
1 市内に住所を有していること
2 市税を完納していること
3 住宅用新・省エネルギー機器を設置する建築物及びその敷地等に建築基
準法（昭和 25 年法律第 201 号）、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）
等の違反がないこと
【補助対象要件】
鴻巣市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付要綱第２条別表に
掲げる内容を満たす機器であること
【補助対象製品】
V2H 充電設備
V2H 充電設備＋対応車両購入
【補助金額】
V2H 充電設備は 5 万円以内
V2H 充電設備＋対応車両購入は 10 万円以内
【補助受付基数】
V2H 充電設備、V2H 充電設備＋対応車両購入、エネファーム、太陽熱利用
システム（自然循環型・強制循環型）、雨水貯留槽、HEMS、定置用リチウ
ムイオン蓄電池を合わせ、400 万円の予算額内
所沢市
平成 30 年度所沢市スマートエネルギー補助金
｟家庭用｠
【補助対象者】（次の要件を全て満たす方）
1 自らが居住する市内の住宅に、補助対象事業を実施する
2 補助金の申請時又は実績報告時に所沢市に住民登録されている
3 補助金の申請時及び実績報告時に市税の滞納がない
4 同一の事業について、市のその他の補助金の交付を受けていない
【補助対象要件】
1 中古品又は自作品でないもの
2 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する電気自動車・プラグ
インハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業の補助対象機器とし
て登録されているものであること
※レンタル・リースで導入する事業は補助対象となりません
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【補助対象製品】
エコカー充給電設備（V2H）
【補助金額】
5 万円
※（加算措置最大 30％まで）三世代が同居し、日常生活を営んでいる場
合は、補助金総額の 20％。施工者が市内業者の場合（市内住所で領収書
等を発行できる業者）は、補助金総額の 10％
【補助受付基数】
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、エコカ
ー充給電設備（V2H）、太陽光発電システム、太陽光採光システム、太
陽熱利用システム、蓄電池、コージェネレーションシステム、バイオマ
スストーブ、雨水貯留槽、ホームエネルギー管理システム、地中熱利用
システム、エコハウスを合わせ、4,600万円の予算額内
｟事業者用｠
【補助対象者】（次の要件を全て満たす方）
1 自らが事業を営み又は活動する市内の事業所に、補助対象事業を実施す
る個人又は法人
2 埼玉県地球温暖化対策推進条例第 12 条の適用を受けない
3 補助金の申請時及び実績報告時に市税の滞納がない
4 同一の事業について、市のその他の補助金の交付を受けていない
5 個人にあっては、実績報告時に本市の住民基本台帳に記録されている
※自動車販売業者及びリース事業者は原則補助対象者となりません。
【補助対象要件】
1 中古品又は自作品でないもの
2 補助金の交付の申請を受けた日までに市内において 1 年以上継続して事
業を営んでいる事業所に設置するもの
3 不特定多数の利用が可能であるもの
4 リース契約の場合には、8 年以上の契約期間を設けているもの
【補助対象製品】
エコカー充電設備（急速充電器、普通充電器）
※補助対象事業の経費の合計が 100 万円以上（税込）となる事業が補助
対象となります。
【補助金額】
補助対象経費の 5 分の 1（上限額 200 万円）
（注釈）所沢市企業立地支援条例の認定を受けている場合、補助金額の
上限額が 300 万円に増額されます。
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【補助受付基数】
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、エコカ
ー充電設備（急速充電器、普通充電器）、太陽光発電システム、太陽光採
光システム、太陽熱利用システム、地中熱利用システム、高効率機器、
エネルギー管理システム、蓄電池、冷凍冷蔵設備、省エネ照明、エコオ
フィス、その他を合わせ、500 万円の予算額内
戸田市
平成 30 年度戸田市電気自動車等導入費補助金制度
【補助対象者】
1 1 年以上市内に住所を有する市民
2 1 年以上市内で事業を行っている事業者
（注釈）いずれも市税を完納していること
【補助対象要件】
申請日から過去 5 年以内に本補助制度を活用して電気自動車等の導入を
行った方は補助対象外とする。なお、電気自動車等と据置型電気自動車
等充給電設備との同時導入は可能。
【補助対象製品】
据置型電気自動車等充給電設備（V2H）
【補助金額】
1 基 5 万円
【補助受付基数】
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、据置型
電気自動車充給電設備を合わせ、300 万円の予算額内
※当補助金で申請対象としたものに対し、戸田市で行う別の補助金を受
ける場合は補助対象外となります。戸田市以外が実施する補助金との併
用は可能ですが、補助金等の収入額と補助金交付額の合計が補助対象経
費（導入費用）を超えることはできません。
東松山市
平成 30 年度つくってためて安心な自立型エコタウン推進補助金
【補助対象者】
1 自ら居住する又は居住予定の市内の住宅に補助対象設備を設置する方
（住宅の新築に合わせた補助対象設備の設置を含みます）
2 自ら居住する予定の補助対象設備が設置された建売住宅を購入する方
※「自ら居住する住宅」とは実績報告時に補助対象設備を設置した住宅
145

県内自治体の EV インフラ支援事業（平成 30 年度）【補助金】

に申請者の住民票があることです。
3 補助金の申請時に市税の滞納がない者
【補助対象要件】
1 設置前において使用に供されていないもの（中古品は対象外）
2 過去に同一の設備において、市からの補助金の交付を受けていないもの
3 国が平成 25 年度以降に実施の補助事業における補助対象機器として一
般社団法人次世代自動車振興センターにより承認されたものであること
4 保証の開始日から 30 日以内のものであること
5 リースでないこと
【補助対象製品】
V2H
【補助金額】
5 万円。自立運転時に太陽光発電設備との連携技術を備えた系統連系型
V2H は 20 万円
※補助金の合計額のうち 2 万円分は地域通貨「ぼたん圓」で交付します。
【補助受付基数】
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H、家庭用蓄電池を合わ
せ、650 万円の予算額内
深谷市
平成 30 年度深谷市住宅用省エネ設備設置費補助金
【補助対象者】（次のいずれにも該当するもの）
1 補助事業を実施した者又は補助事業を実施した者と生計を一にする者
が、市の住民基本台帳に当該者が記録されている住所地にある住宅にお
いて、現に居住する個人であること
2 補助事業を実施した者が当該住宅の所有者でない場合又は当該者の他に
も当該住宅の所有者がいる場合は、全ての所有者の同意を得ていること
3 市税を滞納していないこと（補助事業を実施する者が 2 人以上であると
きは、そのすべての者が市税を滞納していないこと）
4 補助金の交付の申請をしようとする補助事業と同種のものに対して、過
去に市の補助金の交付を受けていない者であること
【補助対象要件】（次のいずれにも該当するもの）
1 深谷市住宅用省エネ設備設置費補助金交付要綱の第 2 条別表に掲げる内
容を満たす機器であること
2 補助の対象となる経費が 12 万円(補助額の 2 倍)以上であること
【補助対象製品】
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電気自動車等充給電設備（V2H）
【補助金額】
1 基につき 6 万円（2 種類以上の設備の申請も可能）
【補助受付基数】
電気自動車等充給電設備（V2H）、太陽光発電システム(既設等を含めて
最大出力 10kW 未満)、 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
(エネファーム)又は家庭用ガスエンジンコージェネレーションシステ
ム(エコウィル)、太陽熱利用システム(自然循環型又は強制循環型)、地
中熱利用システム、定置用リチウムイオン蓄電池を合わせ、補助総数 200
基（うち市内業者枠 50 基）
※市内業者枠とは、市内業者と契約し設備を設置したかたを対象とした
優先枠です。設置に要した経費の領収書に記載されている事業所の住所
が、深谷市内である場合を市内業者とします。

147

148

付録-第 2 埼玉県産業振興公社の取り組み
（平成 30 年度）
埼玉県産業振興公社が次世代自動車産業支援を目的として運営する次世代自動車支援セ
ンター埼玉は、県内自動車関連企業を支援する総合相談窓口で、次世代自動車（ハイブリ
ッド車・電気自動車・燃料自動車）のみならず、既存自動車の高効率化、軽量化を含めた
技術開発支援、ビジネスチャンスを創出するための販路開拓支援など、幅広い支援を行っ
ている。また、平成 23 年に発足した自動車産業部会では、主催するモータ・パワエレ・水
素エネルギー研究会及び軽量化研究会を通じた企業の研究開発や技術革新支援をはじめ、
自動車メーカーや部品メーカーとのマッチング、国内外の商談会などを通じた会員企業の
販路拡大を支援している。
【自動車関連総合相談の実施】
自動車産業の研究・開発・製造部門での経験が豊富なコーディネータが、自動車に関する
様々な相談に応じている。（無料）

●相談日

月曜日～金曜日

（年末年始・祝日を除く）
●相談時間 9：30～16：30

【モータ・パワエレ・水素エネルギー研究会の開催】
進化する様々なモータやパワーエレクトロニクス関連製品、水素エネルギー活用の周辺
要素技術に注目して、自動車産業部会会員を中心とした企業の独自技術力の強化と高度化
を目的として年 4 回開催した。
第 1 回 6 月 13 日
テーマ『今後の EV 化シフトに関連する産業変化と求められる技術について』
講演 1 「次世代自動車産業のメガトレンド分析」
株式会社野村総合研究所
齋藤 貴成 氏
講演 2 「日産自動車の電動化戦略」
日産自動車株式会社
久保 賢明 氏
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第2回 9月4日
テーマ『モータとコントローラ技術/機電一体化技術について』
講演 1 「VC-TURBO 可変圧縮比機構とそのモータ制御の紹介」
日産自動車株式会社
木賀 新一 氏
講演 2 「プラグインハイブリット車用電動パワープラントの開発」
株式会社本田技術研究所
石倉 誉士 氏
第 3 回 11 月 16 日
テーマ『FCV に関連する水素エネルギー供給の現状と今後の取り組み』
講演 1 「FCV・水素供給インフラの現状と取り組み」
一般社団法人水素供給利用技術協会

池田 哲史
山梨 文徳
講演 2 「水素貯蔵の重要性と水素貯蔵材料の新たな取り組み」
特定国立研究開発法人理化学研究所
株式会社アツミテック
内山 直樹
第4回 2月6日
テーマ『最新のパワエレ技術』
講演 1 「自動車電動化コンポーネント技術の要点と将来課題」
日立オートモティブシステムズ株式会社
宮崎 英樹

氏
氏

氏

氏

講演 2 「WBG パワー・デバイスを使用した短時間過負荷対応モジュール」
サンケン電気株式会社
谷澤 秀和 氏
【軽量化研究会の開催】
軽量化に向けた最新の技術情報や先進企業の取り組みなどを紹介するとともに、自動車
産業部会会員を中心とした企業の研究開発や技術革新、販路拡大のサポートを目的として
年 4 回開催した。
第1回 6月6日
テーマ『ここまで来た 3D プリンターの進化』
講演 1 「3D プリンティングの基礎とその将来動向」
横浜国立大学成長戦略研究センター
萩原
講演 2 「最新の 3D プリンターと活用事例」
～広がり続ける 3D プリンターの活用範囲～
アルテック株式会社
立山
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恒夫

氏

豪

氏

第 2 回 8 月 30 日
テーマ『金属 3D プリンターが拓く新しいもの造り』
講演 1 「金属積層造形技術の応用と研究開発動向」
―電子ビーム積層造形技術の特徴と可能性について―
東北大学
千葉 晶彦 氏
講演 2 「オープンパラメータを活用した金属粉末の調達と独自技術」
株式会社 ACR
野口
宏
氏
第 3 回 12 月 4 日
テーマ『進化を続けるプラスチックフィラー』
講演 1 「補強材としてのガラス繊維の未知なる魅力」
日本大学
講演 2 「熱可塑性樹脂添加剤モスハイジについて」
宇部マテリアルズ株式会社

平山

紀夫

氏

渡辺

高行

氏

第 4 回 2 月 12 日
テーマ『炭素繊維強化プラスチックの開発動向と自動車への適用』
―CFRP への期待―
講演 1 「自動車のマルチマテリアル化における CFRP の動向と今後への期待」
日産自動車株式会社
熊本 隆
氏
講演 2 「CFRTP の基材開発の動向と応用」
金沢工業大学・革新複合材料研究開発センター

鵜澤

潔

氏

【埼玉県先端材料研究開発プロジェクトにおける開発支援】
―支援プロジェクト―
『CNT を含有させた低温黒色クロム(CBC)被膜の高度化及び製品の開発』
『水系ポリウレタン含浸法による炭素繊維補強熱可塑性樹脂複合材料の応用製品開発』
【車両分解研究会の開催】
平成 30 年 7 月～平成 31 年 3 月
日産自動車株式会社の EV、「リーフ」の新型モデル（2017 年発売）を分解調査した。
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【次世代自動車技術講演会の開催】
自動車産業を取り巻く最新動向を紹介するとともに、自動車産業に関わる企業の技術力
強化を支援するため年 2 回開催した。
第 1 回 10 月 22 日
テーマ『次世代の自動車産業に向けて、中小企業への期待と役割』
～自動車産業を取り巻く環境変化と国の目指す方向性～
講演 1 「自動車産業を巡る状況と対応の方向性」
関東経済産業局
井ノ上
講演 2 「自動車産業が直面する環境変化」

賢治

氏

哲史

氏

第 2 回 1 月 30 日
テーマ『Change the Game：知能化、電動化がもたらすモビリティの変革』
日産自動車株式会社
土井 三浩

氏

～電動化・コネクティッド化等の現状と今後の展望～
株式会社現代文化研究所
山元

【ビジネス交流会の開催】
ビジネス創出への情報交換やネットワークづくりの場として初開催した。第 1 部のセミナ
ーでは 100 年に一度の大変革に挑むヒントとして、大手メーカーや中小サプライヤーの取り
組みを紹介。第 2 部の技術交流会では立食形式で情報交換や名刺交換を行なった。
3 月 15 日
第 1 部セミナー
講演 1 「センター活動紹介」
次世代自動車支援センター埼玉
講演 2 「ホンダが考えるモビリィティの未来」
株式会社本田技術研究所
講演 3 「電動化車両の技術動向」
カルソニックカンセイ株式会社
講演 4
講演 5

渡部

康行

横山

利夫

氏

三原

輝儀

氏

「自動車業界における CASE、MaaS の取り組みについて」
クラリオン株式会社
宮澤 浩久 氏
「浜松における次世代自動車センターの取り組み」
公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
望月 英二 氏
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講演「サプライヤー企業による技術シーズ紹介」
株式会社ワイピーシステム
東洋樹脂株式会社
ポーライト株式会社
グローバルコーティング株式会社
【販路開拓支援の実施】
新技術・新工法などのビジネスマッチングを促進。また、大手 Tier1 メーカーなどへの
個別マッチングを行った。また、自動車産業部会の会員企業各社の技術 PR 情報を当公社ホ
ームページに掲載している。

試作開発品の展示（彩の国ビジネスアリーナ 2019）
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自動車産業部会の概要
県内自動車関連産業や新規参入企業の競争力強化及び技術革新の推進を目的に設立した
会員組織。
特典：（1）会員企業名簿（公社 HP 含む）への掲載
（2）各研究会への無料参加（一部負担の場合もある）
（3）センター主催セミナー/視察会への無料参加
（4）逆指名型展示会への参加
(5) 次世代自動車支援センター試作開発助成事業への応募
（対象は中小企業で、4 社に各 20 万円を支給）
会費：年 1 万 2,960 円（消費税込）
※自動車産業部会への入会は、別に埼玉県産業振興公社会員（消費税込で年
1 万 2,960 円）への入会が必要。
会員企業の紹介冊子「埼玉の技－自動車編－」
鍛造、鋳造、切削加工、プレス・曲げ加工、金属加工、粉末冶
金、金型、熱処理、塗装・表面処理、樹脂・ゴム成形加工、潤
滑剤、ガラス加工、テープ・フィルム、樹脂マグネット、ガス
ケット、電気・電子部品、設備・装置、部品リサイクル、梱包・
輸送、自動車の 20 分野に分けて会員企業の得意技などを紹介
している。
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