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主な内容

01 中国新エネ自動車産業の現状分析

02 中国新エネ自動車産業の発展趨勢

03 中日新エネ自動車産業の協力に関する提案
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中国の新エネ自動車分野におけるリーディングポイント
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GWh

2016年世界出荷量の約60%

新エネ自動車の生産販売台数と保有
台数がNo.1

動力電池の出荷量がNo.1

公共充電施設の整備数がNo.1

2016年中国新エネ自動車の三つの世界No.1

01 現状分析——車両

新エネ車成長の勢い

自動車動力電池出荷量の成長趨勢
直近12カ月公共充電施設の月次新規増加の状況
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（新エネ乗用車）

01 現状分析——車両

中国の新エネ自動車分野におけるリーディングポイント



2017年中国引き続き新エネ自動車市場をリード

1〜10月、新エネ自動車の累計販売台数は49万台、前年比45.4%成長、マーケットシェアは
2.1%。そのうち、10月の販売台数は9.1万台、前年同期比106.7%成長。

1〜10月新エネ自動車の販売状況

単位：万台、%

足元、新エネ自動車市場は主に北京・上海・広州・深セン及び経済発展地域の省都に集中。
新エネ自動車の主な消費は公共分野から個人分野にシフトしつつある。

01 現状分析——車両

前期比増加 前年比累計増加前年比増加

新エネ自動車

新エネ乗用車

新エネ商用車

純電気自動車

純電気自動車

プラグインハイブリッド

プラグインハイブリッド
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中国燃料電池車技術のスタートアップ

01 現状分析——車両

中国は水素燃料自動車の発展を高度に重視しており、新エネ自動車産業発展の重要な方向の一つに据えている。現

段階すでに完成車、燃料電池スタックと系統的な技術体系を形成しており、小規模の産業化条件を整えている。オリンピッ

ク、万博におけるモデル運営を経て、すでに15車種が「公告」に盛り込まれ、累計生産台数が192台に上る。なお、燃料電

池電気自動車の安全要件など20件の国家標準を発表している。中国は金属板スタックと石墨及び石墨複合板スタックの

二つの路線を採用しており、燃料電池システムは主に自主的な集積をメインとしている。中国は現段階すでに8基の水素ス

テーションを建設しており、2基を運営している。仏山、雲浮、上海、瀋陽などの地域において水素エネルギーのサプライ

チェーン体系を積極的に構築している。
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水素燃料電池
自動車の種類

純電気
航続距離R

(モード法、Km)

水素燃料電池
システム

定格出力P，kW
補助基準 技術要件

乗用車 300≤R 10<P<30

水素燃料電池システ
ムの定格出力に基づき
0.6万元/kWを支給、上
限20万元

水素燃料電池システム
と駆動用モーターの定格
出力の比が30%を下回ら
ないこと。

乗用車

300≤R 30≤P

20万元/台

軽型バス
貨物車

30万元/台

大型中型バス

中型重型貨物

車

50万元/台

中国燃料電池車の補助金に関する規定

01 現状分析——車両

国は水素燃料電池自動車産業の奨励政策を継続しており、2020年までに補助金政策の退出を行わなず、

地方自治体の補助金割合を規制しない。現在国の補助金は以下のとおり。

燃料電池の開発と産業化への支援に引き続き力を入れていく。触媒、プロトン交換膜、膜電極、バイポーラプレートなどの革新
的な技術研究を行い、スタック製品の性能と寿命を高め、コスト削減を図る。水素燃料電池エンジンの集積と制御技術を最適化し、
高出力密度の水素燃料電池エンジン技術、信頼性、耐久性などの全面的な向上を研究する。システムの基幹部品の技術開発にさ
らに力を入れ、エアプレッサー、水素循環ポンプ、増湿器、DC/DCコンバーターなどの基幹部品技術のブレークスルーを図り、基幹
部品の技術チェーンをさらに整備する。 7



動力電池産業におけるイノベーション・発展状況

01 現状分析——電池

2016年6月30日、中国自動車動力電池産業の革新連盟と国家動力電池革新センターが同時に北京で旗揚
げ。

2020年まで新型リチウムイオン動力電池単体比エネルギーが300Wh/Kg、システム比エネルギーが
260Wh/Kgに達し、コストを1元/Wh以下に抑える。使用環境は-30℃〜55℃、3Cの充電能力を持たせ
る。

2025年まで新体系動力電池技術が大きな進展を遂げ、単体比エネルギーを500Wh/Kgにする。
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電池連盟の事業範囲

01 現状分析——電池

政府と連盟の会員企業への業界サービスの提供を目的とし、健全な産学官連携イノベーションメカニズム

の構築により、自動車動力電池と関連業界の資源と優位性を集中させ、完成車、電池、材料、プロセス設備、

回収やエシュロン利用分野における協働の発展を図り、動力電池産業チェーンの連携協力や政府と企業の交

流を促進する。

事業内容

人材育成と教育を実施

国内外の協力交流プラットフォームを構築

標準研究の関連業務の組織と実施

業界情報の統計とサービスを実施

政策法規の研究を実施

協働
イノベーション

を促進
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国際動力電池産業の発展状況

01 現状分析——電池

2017年上半期、世界の動力リチウム電池の出荷量は27.5GWh、前年比67%増加し
た。うち、世界出荷量Top10の動力電池企業の合計が20.92GWh、全体の76%を占める。今
年上半期の世界リチウム電池出荷量Top10企業のうち、中国企業が6社で最も多く、寧徳
時代、沃特瑪、比亜迪、国軒高科、孚能科技、力神がランクイン。
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国内動力電池産業の発展状況

01 現状分析——電池

産業の規模

中国の動力電池産業の規模は世界トップクラスであり、

中国の省エネと新エネルギー自動車の開発、産業化と

PR、応用モデルを支えている。2015年中国の自動車動

力電池の搭載量は15.53GWh、2016年は28.59GWhに達

している。2020年には新エネルギー自動車の動力電池

需要が100GWhを超える見込みである。

中国の動力電池産業にはすでにスケールメリットを有す

る企業が現れており、スケールの集中度も漸次高まって

いる。サンプリング調査によれば、2015年自動車動力電

池搭載量Top10の電池企業の総搭載量は9.77GWhであ

り、全体搭載量の62.65%を占める。上記Top10電池企業

の2016年の総搭載量は20.79GWh、割合は74.57%に上

昇した。2017年1〜10月のTop10企業の総搭載量は

13.09GWh、全体の74.19%を占める。
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国内動力電池産業の発展状況

01 現状分析——電池

技術体系

足元、中国の自動車動力電池産業は、リン酸

鉄リチウムと三元系電池の二つの技術体系が

ある。2017年1〜10月、リン酸鉄リチウム電池

の搭載量は7.89GWh、三元系材料電池搭載量

は8.67GWhであり、それぞれ全体搭載量の

44.69%と49.17%を占める。

中国の純電気乗用車は三元系材料電池を主な

技術体系としている。2017年1〜10月三元系材

料電池の純電気乗用車への搭載量は5.70GWh、

全体の71.47%を占める。リン酸鉄リチウム体系

電池の純電気乗用車への搭載量は2.05GWh、

全体の25.68%を占める。

純電気乗用車の動力電池搭載状況

新エネルギー自動車の動力電池搭載状況
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動力電池リサイクル体系の構築に関する考え

01 現状分析——電池
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動力電池リサイクル体系の構築に関する考え

01 現状分析——電池

動力電池のリサイクル体系の構築を検討中

1. 情報システム

2. 回收条件

3. ビジネスモデル

4. 制度政策法規

1. 解体

2. 性能品質

3. 利用可能性

1. 再利用の需要

2. 中古電池の整

備

3. 蓄エネルギー

電池の整備

4. ビジネスモデル

1. 材料の回收

2. 材料の再利用

3. 廃棄物の処理

4. ビジネスモデル

電池の回收 電池の評価

再利用 資源化及び廃棄物

1 2

3 4

動力電池リサイクル産業チェーンイメージ図
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充電産業の概要

01 現状分析——充電

2017年10月まで中国の電気自動車保有量は140万台弱、2017年10月までの公共充電スタンドの数は20万

弱。個人の充電スタンドが18万超である。中国は世界で電気自動車の保有台数と公共の充電スタンドの建設、

投資と運営が最も多い国である。

402,000
今年電気自動車の販売量

136,0000
電気自動車の保有量

194,594         3.5 : 1
公共充電スタンドの保有量 車スタンド比
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公共充電インフラの全体状況

01 現状分析——充電

2017年10月まで連盟の会員企業が報告した公共充電スタンドは合計194594個あり、そのうち交流の充電スタンドが76759個、

直流の充電スタンドが51776個、交直流一体の充電スタンドが66059個である。2017年9月に比べ2017年10月は公共の充電スタン

ドが4035個増加している。2016年11月〜2017年10月、新規増加の公共充電施設は月平均で約7291個あり、2017年10月は前年同

期比81.7%増加している。2016年新規増加の公共充電スタンドは月平均約7649個、2017年１〜10月の月平均は約5334個である。

最近1２ヶ月間公共充電インフラ施設毎月新規追加状況（単位：個）
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公共充電インフラデータ省、区、市の状況

01 現状分析——充電

10月まで省級行政区域内の公共充電スタンド数Top10：北京27309個、广東27136個、上海23874個、
江蘇20694個、山東16553個、安徽9565個、河北9502個、天津8937個、浙江7966個、湖北5649個。

各省級地域公共充電ポール分布図 単位：個
各省市充電ポール総量TOP10 （単位：個） 充電ポール数
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公共充電インフラデータ運営企業の状況

01 現状分析——充電

10月まで国内において一定規模を持つ運営企業は（運営する充電施設数>1000個）12社あり、国家電網、
普天、南方電網を代表とする中央企業、上汽安悦、比亜迪を代表とする自動車メーカー、及び特来電と星星充
電を代表とする民間企業が充電インフラを運営する三大投資主体である。

各運営商充電ポール総量 （単位：個）
充電ポール総
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個人の充電インフラデータの状況

01 現状分析——充電

2017年10月、連盟の会員である完成車企業を通じてスタンド関連情報データを217264件収集した。そのうち個人が
建設・取付けた充電スタンドが187985個、建設率は86.58%に達する。2016年7月、4省庁が「居住エリアにおける電気自
動車の充電インフラの加速建設に関する通知 発改エネルギー〔2016〕1611号」を合同発表したのに伴い、個人の充電
スタンドの建設率が2016年7月の77%から2017年10月の87%に上昇した。

車両、ポール関連情報統計—201710
（サインプルデーター217264個）
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政策体系

01 現状分析——充電

電気自動車の発展を促すため、中国は体制の優位性を活かし、複数省庁が連携して実践の中で充電施設の

建設と運営の政策体系を整備し、公共・個人の充電施設の建設と発展を効果的に導いた。

補助金奨励

財建[2016]7号

電気価格政策 土地政策

国弁73号

施設の建設 相互連携

発改価格
[2014]1668号

発改エネルギー
[2016]1611号等

発改エネルギー
[2016] 2668号

国家エネルギー局等5省庁が
新たに改定した5項目の電気

自動車充電コネクター及び通
信プロトコルの国家標準を合
同発表

国家発展改革委員会、エネル
ギー局等4省庁が「居住エリア

における電気自動車の充電イ
ンフラの加速建設に関する通
知」を合同発表

国家エネルギー局、国資委、
国家機関事物管理局が「企業
内部の電気自動車の充電イ
ンフラの加速建設に関する通
知」を合同発表

国務院弁公庁が「電気自
動車の充電インフラの加
速建設に関する指導意
見」を発表（「指導意見」）

財政部等4省庁が「第13次5カ年

計画の新エネルギー自動車の
充電インフラ施設の奨励政策及
び新エネルギー自動車の応用推
進に関する通知」を合同発表

国家発展改革委員会、住建部
等4省庁が「駐車場と充電イン

フラ施設一体化建設の統括と
加速に関する通知」を合同発
表
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政策体系

01 現状分析——充電

地方政府は充電施設発展の責任主体としての役割を存分に発揮し、現地の実情に基づいて各種政策の実

施細則を制定・ランディングさせることによって、中央の政策を指導とし、地方政策を補足とする推進体系を構築

する。

統計によれば現在80以上の省や市で「第13次5カ年計画」中の充電

インフラ建設企画または関係の指導意見を発表している。
施設の企画

現在すでに30以上の省や市で充電施設建設補助金政策を実施して

おり、支援を拡大している。補助金は最高で施設投資の30%に達する。
補助金政策

20以上の省と30以上の地区レベルの市が電気自動車の充電サービ

ス費用の政策を制定している。うち江西省が最も高く1.723元/kWh、重

慶市が最も低く0.336元/kWhである。

電気料金
電気価格

現在一部の省、市、地区が充電施設建設の土地優遇政策を制定し

ており、当該地域内の充電施設建設プロジェクトのランディングと実施

を加速している。

土地の優遇
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中国新エネ自動車の産業環境に変化現る

中国新エネ自動車の産業環境を変える三大要素。

ポイント制度
を実施

03

01

燃料車販売禁止
タイムスケジュー

ル

スマート化
ネットワーク化

02 趨勢の分析——車両

02
03
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電動化の進展を促す三大要素

2016年以降、新エネ自動車の新たな発展ブームを巻き起こした三大促進要素

新エネ
自動車の
進展が加

速

ダブルポイント政策により、市場の持続可能な

発展をさらに促進

新エネ自動車の支援を次第に弱め、技術標準

を漸次厳しくし、購入税免除政策の後続政策を

引き続き実施

省エネ・環境保全の圧力が日増しに増大

3

2

1

02 趨勢の分析——車両
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新エネ自動車の需要趨勢の判断

長距離：≥400Km

快速充電技術

個人用車

シェア出かけと都市物流用車

目 標 ： 3 分 間 充 電 で

100Km走行。国内外の

企業が積極的に開発中

動力電池技術の進歩と

コストの減少に伴い、

長距離走行が可能と

なった。本体工場は積

極的開発中。

新エネ自動車と情報化

技術の融合はシェア出

かけと都市物流をする

理想的な車

新エネ自動車市場の

認知度が向上し、個

人の購入が市場の主

流。

新エネ自動車の後続距離、性能、価格等が一般自動車のレベルに近づくまたは到達
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スマート化
車両の電動化とス

マート化の融合はより

緊密になり、商品体験

が全面的に向。

02 趨勢の分析——車両



1.自動車情報安全の重要な共

通課題を整理し、スマート・

ネットワーク自動車の情報安

全とデータ共有戦略の研究を

行い、CAAM団体標準を作る。

2.各分野の安全技術要件、テス

ト方法、管理制度、標準、フ

ローの制定を促し、標準制定

の主導権を把握する。

自動車情報安全技術体系を構築

1. 自主的な知的財産権のある制御システ

ムの基盤ソフトを開発し使用する。

2. AUTOSAR Classicプラットフォームへの

投入を続け、国産化ソフトを力強く推進

し、格差を縮める。

3. AUTOSAR AP プラットフォームの標準

の制定に積極的に参加する。

4. 本土処理器プラットフォームとAI演算プ

ラットフォーム資源を育成・形成する。

自主的で制御可能なソフト・ハー
ドプラットフォームを構築

1.電気車両のデータはデータ

ベースを構築済。

2.T10会員企業から成すプロジェ

クトチームを作り、データ応用

の状況とそのF/Sを研究する。

3.関連技術のサプライヤーを共

に選定し、データ共有プラット

フォームの技術支援を提供す

る。

OEMデータ資源を把握

中国自動車産業の合同アクション、共通技術の研究を共に進め、自主的で制御可能な発展局面を作上げる。

02 趨勢の分析——車両のスマート化、ネットワーク化

スマート化とネットワーク化が新エネ自動車産業の高度な発展を推進

321
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スマート化とネットワーク化が新エネルギー自動車産業の高度な発展を推進

1.公安部と連携し、交通信号と車両

の通信システムのモデル実施案

を制定。

2.車両の通行效率問題を解決し、渋

滞の緩和、省エネと排出削減の目

的を達成する。

交通信号と車両の通信システムモデル

1.充電スタンドを探す問題を

解決。

2.近辺の駐車場の空き状態

と利用可能な充電スタンド

の数を迅速に把握。

駐車場ネットワークシステム

車両とインフラ間のネットワーク化の突破口を探り、交通問題を解決する。

02 趨勢の分析——車両のスマート化、ネットワーク化

4 5
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大功率の直流充電技術が業態を変える可能性あり

02 趨勢の分析——充電

min/km 60kW 120kW 350kW

5分間の充電で100km走行できるエネルギーの補給効率が達成できれば、充電ステーションの使用状況
がガソリンスタンドに似てくる。連盟は中国快速充電システム合同アクション特別プロジェクトを立ち上げ、
中国の実情に合った快速充電技術指標の定義、研究と発展を目指す。

仮に20kWh/100km                   ~20min           ~10min             ~3.5min
仮に13.2kWh/100km                ~13min            ~6.5min          ~2min
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相互連携(国家充電インフラ情報サービスプラットフォーム)

02 趨勢の分析——充電

国家プラットフォーム1期機能実現データの統計分析と情報の相互連携を踏まえ、欧州の経験を研究・参照

し、プラットフォームに充電施設運営企業と電気自動車メーカーの情報の橋渡し役の機能を持たせ、公益性を持つ

B2Bプラットフォームにすることにより、充電施設のペイメントの相互連携とPlug-and-Charge機能を実現する。

国家プラットフォーム1期機能実現データの統計分析と情報の相互連携を踏まえ、欧州の経験を研究・参照

し、プラットフォームに充電施設運営企業と電気自動車メーカーの情報の橋渡し役の機能を持たせ、公益性を持つ

B2Bプラットフォームにすることにより、充電施設のペイメントの相互連携とPlug-and-Charge機能を実現する。

28



FCEV： スタック等基幹部品の技術
水素ステーション技術

1

4

2

3

協力の提案

新エネ車： 車両リサイクル体系
動力電池リサイクル体系

ICV：情報安全等標準体系の構築

03 中日自動車産業の協力に関する提案

充電：大功率充電技術
B2Bプラットフォーム、
Plug-and-Charge技術
認証制度の交流・検討
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ご清聴、ありがとうございました。
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