●第1章 電気自動車はこのように進化した

世紀

クルマのＣＯ ２排出問題を
解決する希望の星

方に好まれたようで︑1900年にアメリカで売れ

いま電気自動車が
注目されるわけ

石油燃料の自動車が 世紀末に登場し︑
た車の ％はＥＶと言われています︒しかし電池の容

︶
などによる大気汚染
した︒しかし窒素酸化物︵ＮＯ ｘ
の登場以降は︑ＥＶは市場から一旦姿を消します︒

量不足と石油文明時代の到来により︑Ｔ型フォード

ガソリンエンジンを使った乗用車は原油の採掘から
鉛蓄電池しかなく︑その性能の限界から本格的実用

一時的なＥＶ開発ブームがありました︒しかし当時は

1970年代の排ガス規制強化や石油危機直後に︑

ガソリンの精製︑輸送︑給油︑走行までの一連の過程
化には進みませんでした︒
世紀末に新たな進展がありました︒ 高性能二次

︶
において︑ガソリン１ℓ当たり約2・
︵
Well-to-Wheel
︵図２︶
︒
7㎏のＣＯ ２を排出しています

ます
︵図１︶
︒

や炭酸ガスによる地球温暖化が大きな問題となってい

になると大量生産されて私たちの生活を便利にしま
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の排出が少ない電気
地球温暖化の防止のためＣＯ ２
起きます︒ 同じ頃にパワーエレクトロニクス技術が急

電池が実用化され︑ネックとなっていた電池に革命が

エンジンの三輪車を完成する前にすでに実用化されて

ＥＶの歴史は古く︑1886年にベンツがガソリン

電池の容量とコストや充電インフラの普及が解決さ

イブリッド車やＥＶの実用化への道が拓かれたのです︒

技術の進歩があって初めて︑環境ニーズに適合したハ

能になり︑車載可能なレベルになりました︒こうした

速に進展し︑電力制御ユニット︵ＰＣＵ︶が小型で高性

自動車︵ＥＶ︶や燃料電池車︵ＦＣＶ︶が︑地球にやさ

いました︒ 時速100㎞の壁を初めて破ったのもＥＶ
れれば︑普及に弾みがつくものと期待されます
︵表 ︶
︒

しいエコカーとして注目されています︒

ギアシフトの操作をしたりする必要がなく︑ご婦人

表1 電気自動車の長所と短所
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● 航続距離が短い
（バッテリのエネルギー容量が小さい）
● 充電に時間がかかる
（バッテリの急速充電能力が低い）
● 車両価格がまだ高い
（バッテリのコストが車体より高い）
● 充電インフラが未整備
（ニワトリと卵の関係を破る政策が必要）
● 走行中に排出ガスを出さない
（CO２は発電所から排出）
● 発進がスムーズで静か
（アイドリング運転がない）
● ランニングコス
トが数分の１
（高効率で低消費電力）
● 保守コス
トが安い
（点検交換する部品が少ない）

電気自動車の短所
電気自動車の長所

走行
給油
精油
輸送
採掘

2.30kg/ℓ
0kg/ℓ
0.28
kg/ℓ
0.04
kg/ℓ
0.05
kg/ℓ

BOX

40
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です︒ 手でハンドルを回してエンジンを始 動したり︑

図2 油田（Well）から乗用車（Wheel）までガソリン1ℓで約2.7kgのCO2を排出

●自動車が排出するCO2削減が焦眉の急
●電気自動車は究極のクリーンカー、エコカー
●スムーズな発進、安い維持費などもメリット

10

20
2.7kg/ ℓ
CO2

11

都市の大気汚染
地球の温暖化

要点

1
自動車の排気ガスによる環境問題
図１

●第1章 電気自動車はこのように進化した

ガソリンエンジンやディーゼルエンジンを使った自動

同作用だからです︒

ます︒ 電気分解は厳密には電気分解と熱分解の協

電気分解でも︑水温によってエネルギー効率が変わり

水の電気分解かでＣＯ ２排出量が変わります︒さらに

再生可能エネルギー時代の
究極のエコカーは電気自動車

車やこれらを電動モータと組み合わせたハイブリッド車

分解で水素ができるので電気エネルギーがいりません︒

エコカーの
ＣＯ ２排出量の比較

︵ＨＶ︶では︑燃料のほとんどが原油由来なので採掘

原子力発電の放熱で水温を900℃近くに上げて

000℃以上の水蒸気では熱

すぐに比較できます︒

のエネルギー効率がほ
から給油所までの Well-to-Tank
ぼ同一で︑走行パターンさえ決めればＣＯ ２排出量が
しかし︑電気自動車や燃料電池車は︑図１のように︑
電気分解すると︑ 熱分解の寄与度が増えて︑ 電気
このように電気自動車や燃料電池車では︑電気や

分解の効率が常温よりも良くなります︒

蔵法や輸送法により︑エネルギー効率やＣＯ ２排出量
水素の製造法を一つだけ取り上げて優劣を論じるの

電気や水素を何から作るか︑さらに水素の場合は貯
が大きく変化するので問題は相当複雑になります︒
るときは︑太陽光や風力︑波力などの再生可能エネ

(日本自動車研究所「総合効率とGHG排出分析」を基に作成)

ルギーを前提に論じて良いと思います︒

※ GHG…グリーンハウスガスの略語
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●クリーン度を競う電気自動車と燃料電池車
●電気や水素を何から作るかで順位が変わる
●再生可能エネルギーには電気自動車が最適
160

はあまり意味がありません︒ しかし長期戦略を考え

電気分解

要点

Well-to-Wheel(g/km)

電気自動車では︑石炭火力発電で電気エネルギー

副生ガス

エコカーを︑いくつかの前提条件で総合的に比較し
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ガソリン車
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を造れば︑燃費の良いガソリン車よりＣＯ ２排出量が

天然ガス

た検討事例を︑図 に示します︒ 再生可能エネルギ

132
ディーゼル車

むしろ増えてしまいます︒ 水力発電︑太陽光や風力

太陽光発電

えるでしょう︒

95
HV

などの再生可能エネルギーによる発電が主役になれば︑

水力発電

ーの時代のエコカーの主役は︑電気自動車であると言

79
FCV

ＣＯ ２排出量は激減するでしょう︒

火力発電

2

FCV(太陽光発電） 14

燃料電池車では︑天然ガスから水素を生成するか︑

55
EV

鉄鋼製造プロセスから得られる副生ガスを利用するか

1
EV(太陽光発電）

燃料電池車
水素充電
…

電気自動車
充電
…

内燃機関の車
ハイブリッド車
給油
主に原油
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12

図２ エコカーのCO2排出量の比較
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図１ 化石燃料のクルマと電気・水素で動くクルマの違い
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いまから100年余り前︑大衆車︑高級車︑高性
1900年に開催されたパリ万国博覧会のメイン

類は初めて陸上で時速１００ を超えました
︵図２︶
︒

フォード︑
ロイス︑ポルシェは
電気屋から自動車屋に転身

能車の礎を築いたフォード︑ロイス︑ポルシェが自動
テーマは時代を反映して﹁科学技術﹂
でした︒エジソン

自動車産業夜明け期
の電気屋さん

車業界にデビューしました︒この 人が全員電気と
何らかの関わりがあったのは面白い事実です
︵図 ︶
︒
フォードはエジソン電灯会社に勤めた後︑エジソンの
支援を得て自分の自動車会社を興します︒エジソン

のレントゲン装置︵Ｘ線カメラ︶
や機関銃︑そして最新
オーストリアのローネル社は同国を代表する電動

の自動車などが注目を集めました︒

が採用したハブモータ駆動システムは見物人を驚かせ

人乗り馬車の設計をポルシェに依頼します︒ポルシェ

ロイスは電気商を営んでいましたが経営不振に陥っ
ます︒ 航続距離が短かったのでポルシェは 年後この

使った自動車とＥＶが市場を二分していました︒この

人が活躍し始めた1900年頃は︑エンジンを

電気自動車
︵ＥＶ︶
ローネルポルシェを設計します︒

ポルシェはウィーン工科大学電気工学科を卒業後︑

を設立して高級車の製造を始めます︒

て撤退し︑ロールズから資金を得てロールズロイス社

とフォードは終生︑友人関係にあったようです︒

km

ヘンリー・フォード

1891年 エジソン電灯会社
1903年 フォードモータ創立

高級車

フレデリック・ロイス

1884年 電気器具製造会社
1906年 ロールズロイス創立

高性能車

フェルディナンド・ポルシェ

を超えていて︑この頃からＥＶはガソリン車に勝てな

リン車メルセデスを発表しますが時速は軽く100㎞

1901年にはダイムラー社がマイバッハ設計のガソ

機を回して電池を充電するＥＶです︒

造します︒ シリーズＨＶとは走行中にエンジンで発電

ローネルポルシェをシリーズハイブリッド車︵ＨＶ︶に改
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招かれ︑ＥＶは市場から一旦姿を消します︒

くなります︒ポルシェも後にダイムラー社の技師長に

実はジェナッツィの
奥さまは浪費家で
｢決して満足しない｣ 人
だったらしい

1899年にカミーユ・ジェナッツィ
（ベルギー人）の
ジャメ・コンタン号が陸上で初めて時速100kmを超えた。
ジャメコンタンは｢決して満足しない｣ という意味。

世紀の境目をもう少し詳しく見てみましょう︒

大衆車

●大衆車、高級車、高性能車の道を拓いた先人
●ポルシェはEVとHVのパイオニア
●初めて時速100kmを越えたのもEV
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ベルギー人のレーサー︑カミーユ・ジェナッツィが︑１８

ベルリン工科大学
電気工学科聴講生（夜学）
1900年 前輪駆動ハブモータEV
「ローネルポルシェ」設計
1893年

３人の技術者

BOX

2

1

3

９９年に米国製のＥＶ︑ジャメ・コンタン号に乗り︑人

EVはガソリン車より速かった
図2

経歴
セグメント

要点

3
3
図1 自動車の夜明けに現れた3人のパイオニア

