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はじめに

2020 年に世界の自動車の販売台数が 1 億台を超えると見込まれています。
、そのなかで
自動車産業を大きく変える動きが始まっています。電気自動車（EV)や人口知能(AI)が生み
出した「EV」
「自動運転」
「つながる」三つのキーワードが推進力です。EV 化による自動車
部品点数の減少や少子高齢化社会 の到来と若者の車離れなどの懸念材料はあるものの、
業
界を超えた連携により市場は拡大しています。
車には「ヒト、モノを快適に「運ぶ」役割があります。移動することで、未体験の環境
の体験を繰り返せば、見る、聴く、話すなどの五感が鍛えられ、例えば気候、景色、街並
みなどの周りの環境が変化し、それに対応することで感覚が鋭くなります。新しいアイデ
アの質と量は移動距離に比例するとも言われています。全国都市交通特性調査では、高齢
者が車で移動する割合が増えている結果となっています。
車などに乗り移動することで得られる体験は、インターネットやスマートフォンで得ら
れるものと異なると考えられます。また、2017 年 10 月 27 日～11 月 5 日に東京ビックサイ
トで開催された「第 45 回東京モーターショー2017」では、電気自動車（EV）やプラグイン
車（PHV）
、燃料電池車（FCV）の環境対応車や人口知能（AI）などを組み合わせたメーカー
の動向が注目されています。
本レポートの序章では、自動運転車の目標と動向などについて述べています。第Ⅰ章で
は、次世代エコカー市場の動向や予測などを、車種別に世界・国内市場に分類して調査・
分析しています。第Ⅱ章では、次世代エコカーの充電インフラ（充電器）についてタイプ
に分類、市場予測や最新動向を掲載しています。第Ⅲ章では、次世代エコカー用デバイス
の動向と市場予測、リチウム二次電池の材料市場、エコカー用電子部品市場、最新動向な
どについて掲載しています。第Ⅳ章では、水素インフラ（水素ステーション）について、
市場予測や最新動向を掲載しています。第Ⅴ章では、次世代エコカーに関連した自動車メ
ーカー、充電器メーカー、車載二次電池メーカーの出荷台数・金額の推移予測や事業動向
などを掲載しています。
弊社は本年、創立 51 周年を迎える市場調査・マーケティング会社です。本レポートは、
専門の編集スタッフにより調査・編纂されております。将来展望シリーズは、新規参入を
検討されている企業様を含めた事業計画の立案、予備調査、事業計画書の作成・展開など、
幅広く活用されています。
平成 30 年 12 月
株式会社 日本エコノミックセンター 調査部
スマート・デバイスグループ
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第Ⅴ章 次世代自動車関連メーカーの動向と展望（個票）
１．次世代自動車国内メーカーの動向と展望
会社名
〇〇〇 株式会社
本 社
会社概要

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

業績（連結）

売上構成
生産拠点
担当／販売
研究／開発
《自動車世界/国内販売台数予測》
2015 年度
2016 年度
世界市場
前年度比
国内市場
前年度比
《車種世界販売台数予測》
2015 年度
HV トラック
PHV
EV バス
FCV
合 計
《車種国内販売台数予測》
2015 年度
HV
PHV
EV バス
FCV
合 計

2016 年度

2016 年度

2017 年度

2017 年度

2017 年度

2018 年度

単位：千台
2019 年度

2018 年度

単位：千台
2019 年度

2018 年度

単位：千台
2019 年度

※以上、日本エコノミックセンター推定を含む

【事業動向】
〇〇〇〇〇は、2016 年 11 月に圧縮天然ガス（CNG）大型トラックを量産した。同トラッ
クは、15 年 12 月に市場投入したモデルを量産車に解消した。タイヤを 3 組から 4 組に増
やしたことで、タイヤの後継小さくなり、搭載量が増えている。現在はマニュアル車のみ
であるが、いすゞは、17 年度中にオーとマチック車の発売を目指しており、オートマチッ
ク車が八投入されれば、さらに CNG 大型トラックを追加。CNG 車は欧米が普及している。
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