
第五回　総合研究機構研究成果報告会

〔 基　調　講　演 ２〕

＊司会：

　これより基調講演２に移らせていただきます。本日の基調講演２は、早稲田大学日本自動車部品産業研

究所客員教授、小枝至様です。小枝様は、昭和40年日産自動車に入社されました。その後、第三技術部次

長、村山工場工務部部長、英国日産自動車出向を経て、平成５年には日産自動車取締役になられました。

その後平成15年には同社代表取締役、副社長を経て平成20年３月には代表取締役、取締役共同会長、同年

６月には相談役名誉会長に就任されました。また、平成18年には藍綬褒章を受章されました。早稲田大学

日本自動車部品産業研究所には、平成17年４月より、客員教授として勤務されております。では小枝様、

宜しくお願いいたします。

自動車産業と環境問題

　小　枝　　　至　
（早稲田大学日本自動車部品産業研究所客員教授）

　ご紹介いただきました小枝でございます。与えられた題が「自動車産業と環境問題」ということですが。

今保坂課長の方からお話ありましたんで、なるべくオーバーラップしないように、企業の方から見て環境

問題ってどう捉えるかというようなお話を申し上げて、皆さんのご参考になればと思っております。

   それでは、後ろにスライドが映されておりますが、３つお話し申し上げます。最初に自動車産業の現状
ということで、これはかなりオーバーラップしてますので端折ります。３ページどうぞ。これ2008年です

から、今回の経済危機の影響は３分の１ぐらい影響したぐらいのところで、要するにトヨタさんが世界で

トップの生産メーカーになったということです。というぐらいで並べてあります。４ページどうぞ。誰も

分からない話がこの2009年度の予想なんですけど、2007年度から、これ年間の世界の全需ですが、6,800万
台を超えていたのが、昨年は6,200万台を切りました。これは確定数値です。2009年度がどうかというこ
とで。実は日産の社内の資料ですが、5,400万台と読んでおりますが、この上期の結果を見て、それから今
後を見て、これを今5,800万台に修正をしております。上手く行くともうちょっと増えるかもしれません、
というところであります。

   ５ページお願いします。これは保坂課長からもお話ありましたんで省きますが、調子がいいのが中国で、
欧州もこれちょっと定義が違ってまして、欧州主要５カ国になってますんで、これ10月はさらに良くなっ

てます。それから日本は９月で大体前年比になって、10月で４％ぐらい上回っています。これは当たり前

の話で、昨年の10月から販売落ちてますから100％超えてもあまり喜べないということですが、11月はさ

らに数字は良くなると思います。それからアメリカは、これは９月で落ちてましたけど、保坂課長の資料

のように10月は元に戻っておりまして。アメリカの買い替え促進というのはお話ありましたようにもう終

わってるんですが、それが終わっても10月は元に戻っております。というか昨年の少し落ちた状況までは

戻っているということです。依然としてひどいのがロシアでありまして、６割減という状況が10月も続い

ております。というのが現状であります。
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   続きまして、じゃあ６ページお願いします。次に自動車メーカーの環境問題への対応というところを簡
単に申し上げます。７ページ、環境問題と言っても色々あるんですが、今回はCO２に限ってお話を申し

上げますが　１。CO２排出量全部の16％が自動車と言われております。これ小さいようでかなり大きい

ということで、色々な期待がされているということです。2004というところに書いてありますように運

輸部門、これトラックやバスも全部入るんですが、これが全体の２割と。そのうち、吹き出してありま

すパイチャートでその運輸部門のうちの８割が自動車ですから、２×８＝16%が自動車と。ちなみに一番
CO２を出しているのは発電関係で。これが全体の４割ということであります。８ページお願いいたしま

す。じゃあこのCO２を減らしていくのにどうしたらいいかということでありますが、我々三層のところ、

トリプルレイアードアプローチと言っていますが、車でやる部分と、それを運転する人の部分、それから

社会インフラということだと思いますが、今回は車の部分を中心にお話を申し上げます。

   ９ページお願いいたします。10ページお願いします。車の部分を大きく分けますと、この左の方が現状
のエンジン、トランスミッション、車両技術、これの改善でやるもの。それから右の下が燃料ですね、バ

イオ燃料。それから右の上が、ハイブリッドはエンジン使ってますから電動と言えるかどうかあれですが、

まあ電動も使ってますんで。ハイブリッドも入れたハイブリッドや電気自動車、それからFCV、燃料電
池車と。この３つの分け方をいたしました。それぞれお話し申し上げます。

   まず最初に、先ほど保坂さんの表にもありましたけど、動力別にどのくらいポテンシャルがあるかとい
うことで、11ページお願いします。どこまで下げなさいというのが、左の IPCC４次レポート550ppmなん
ていうのは、これはあれですね、大気中のCO２の濃度ですが。このくらいということは７割削減なんで

すが、それを2050年までにやらないと、地球の温度が２度以上上昇してしまうということで。まあ２度で

いいのか、３度なら大丈夫なのかと色々論議があるんですが、一応 IPCCという国連の機関で検討してい
る内容ですが。最近の５次レポートというのでは、550じゃなくてもう少し下げないと駄目ですよという

ようなのもありますが、一応７割削減という目標が一つ出ております。この辺の必要性等については、こ

れを信用して進めるということで現在検討しているんですが。

   まず内燃機関。これは今よりさらに良くなるということですが、ここに挙げるように３割ぐらい良くな
るということが期待をされてます。で、内燃機関というのは自動車ではもう100年以上使っている動力源

ですが、大体、あんまり乱暴なこと言うと大聖先生に怒られそうですけど、20年から40年ぐらいのサイク

ルで見ますと、10％ぐらいずつ燃費が良くなってきてます。だから2050年までだとまだ余力値があるんで

すが、かなりもう枯れてきている技術ですから。さらにやるのでどのくらいあるかというと、３割という

言い方をしています。

   それから今ハイブリッドというのは、大体半分のところです。だから燃費が倍というイメージですね。
それから電気自動車。電気自動車自体はCO２出しませんからゼロと言いたいんですが、どうやって電気

を作るかというのが大事でして。電気を作るところのCO２の発生から考えますと、現状はこの点線の上

のところ。現状に対して40％を超えたところですから、７割減には届かないわけです。ですから電気の作

り方、要するに石炭や石油じゃなくてエコ発電、ということをやらない限り、電気自動車としてもトータ

ルとしてはCO２削減の目標に入らないと。

   それから燃料電池も同じでして、燃料電池車は当然走っている時は水しか出さないわけですけど、その
水素をどうやって作るかと。現状の水素の作り方が、実は工程といたしますとハイブリッドより悪いぐら

いのCO２削減しか期待できない。ただ、これがまだ検討が進んでおりませんから、これから先可能性が

大かと思っています。
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   という中で順番に行きますと、まず燃料ですが、バイオ燃料。12ページお願いします。バイオ燃料、13
ページお願いいたします。バイオ燃料というのは、この後のパネルで専門の先生もお見えになっています

から出ると思いますが。概論だけ申し上げますと、石炭も昔光合成で出来たわけですけど、最近光合成

で出来た燃料は元に戻るから、CO２に対してはフリーだということです。それから使えるものとしては、

ここにあるトウモロコシ、サトウキビ、その他ございますが、こういうものです。

   14ページをお願いします。これも今、実はバイオ燃料というのは主にブラジルとアメリカで大体90％を
使われてるんです。色の濃いのがバイオ燃料で。で、日本の場合には石油連盟さんがかなり熱心に導入を

努力されてますが、統計的にはまだゼロぐらいの数字しか聞いておりません。という内容です。

   それから15ページお願いいたします。バイオ燃料もCO２がゼロになるわけじゃなくて、トウモロコシか

らエタノールを作る時にCO２が出ますんで、そのへんを見ますとアメリカのトウモロコシは割と不利で

して。サトウキビはかなり効率がいいと。それから将来、このセルロースエタノールというのは、何て言

いますかね、変な言い方をすると、草や普通の木から上手く化学反応か何かでエタノールを出すというこ

とになると、限りなくゼロに近いということで可能性があるということです。

   16ページお願いします。ただバイオ燃料にも課題がございまして、次のパネルディスカッションで意見
が出るかもしれませんけど、こういうことだと思います。品質の場合は技術的に解決できると思います。

それから車は腐食の問題がありますが、これは対応可です。ただ人間や家畜が食べるものを原料にしてい

いのかというのと、もう一つは、いつも申し上げていますが、森を切ってトウモロコシ植えて、本当に

CO２が減るの？というのと、最後の問題が一番バイタルだと思いますが、地球で今これから先足りなく

なる資源の大きなものは水だと思うんですね。日本は水が余っていると言うけど、これは食料を大量に輸

入しているからで。日本で全部食料を生産したら、多分水が足りないのかもしれません。ということで、

そういう貴重な水を車の燃料を作るために使っていいのかどうかというような、解決すべき課題があると

いうことです。

   次に電動パワートレーンの方に移ります。18ページ、ハイブリッドですが、ちょっと他社さんの詳細を
説明するのははばかられますので、日産の来年売り出すハイブリッドの例ですが、みんな考え方は一緒で

す。ただ２モーター方式とか、日産の場合は１モーター２クラッチとか、ホンダさんは１モーターの方式

とか、色んな方式違うんですが、あまり原理的には違いません。というので、日産の例でお願いいたしま

す。ただ、ハイブリッドと言ってもエンジンとミッションの間に少し、このくらいの幅がありますが、そ

こにモータージェネレーター、モーターとジェネレーター、モーターになったり発電機になったりという

ものが入っているだけですから、そんなに機材として大きくなるものではありません。

   それから、皆さん権威の方が多いんで説明は不要かと思いますが、ご存知ない方のために19ページお願
いします。どういう動き方をするかというと、発進する時にはモーター、リチウムバッテリーからモー

ターとして使って、エンジンは動かさずにスタートいたします。しばらく走って、バッテリーが減ってく

るとエンジンがかかります。ただ低速で走っていると、ハイブリッドが何で燃費がいいかというと、エン

ジンが回り出した以上はエンジンというのは一番効率のいいところで回すと。これがミソなんでして。普

通の自動車というのは大体、非常に燃費効率の悪いところで使ってるんですね。ですから皆さんもご存知

のように、高速道路を80㎞以下ぐらいだと思いますが、で一定速で、アクセルをあまり動かさないように

走ると、どんな車でも10㎞以上走ります。ということなんで、それを上手く使うというのがハイブリッド

です。

   ですから、低速の時はエンジンかけると、エンジンの力が駆動力より勝りますので、余った分はモー
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ターを発電機にして発電をして、バッテリーに貯めると。今度逆に加速する時ですね、高速道路に入る時

とか急加速をしたい時には、バッテリー、エンジンも回りながら、バッテリーがモーターを駆動して両方

動くということで。実はハイブリッドカーというのは、あまり当社の宣伝をしちゃいけないですけど、来

年売り出すのが大変加速がいいんです。そういうことに使えます。

   それから最後に、これは別にハイブリッドじゃなくてもいいわけですけど、ブレーキをかけた時に、電
車なんかで使っているような回生ブレーキがついておりまして、要するに車を止める力で発電機を回し

て、バッテリーに電気を貯めると、こういうような方式であります、というようになります。

   で、日産の方ばっかり話したんで、トヨタさんとホンダさんがどう違うのかということで。これもそれ
ぞれの会社の資料を使う訳にいかないんで、私の責任でまとめましたけど。あまり違わない、というと怒

られるんですけど。第一線にとっちゃうちのが一番いいんですよという宣伝をしているわけですが。

   トヨタさんのはモータージェネレーターと書いてありますが、２モーターと普通言われてますけど、
モーターもジェネレーターも一緒ですからそう言ってますが、モーターで使うものと、発電機で使うモー

ターというか、それが二つついています。何でそんなことをするかというと、コストは高くなるんですが、

大変高度な制御がしやすいというようなことで、性能が良くなるということであります。

   それから右の方のホンダさんのは、エンジンとモーターがくっついてますんで、これは車が走ってる限
りエンジンが回ってるんですね。ですから、エンジンで走るのがメインで。ただエンジンの力が駆動力よ

り増した時は発電機にしてと。それから足りない時はモーターということをすると。ということで、大変

軽量でシンプルなメカニズムということでそれぞれ特徴ありますが、ハイブリッドというのはこういうも

のであります。

   それから21ページお願いします。プラグインハイブリッドというのはこのうちの電池を大きくしまし
て、家でスタートする前にバッテリーをフル充電にしてからスタートするという内容ですから、多分その

バッテリーの大きさにもよりますが、まあ上手く行くと数十キロぐらいはエンジンをかけなくても走れる

という内容であります。ですから電気自動車との中間ですね。

   それから22ページが電気自動車でございますが、これは走行時はゼロですが、どうやって発電するかと
いうのがキーポイントです。23ページどうぞ。さっきも言いましたように、現状では６割にもならないん

ですが、発電、この右に書いてあるように風力や太陽光、原子力、水力と使うと、この数字が下がってき

ます。

   24ページお願いします。これが各国の電気自動車を今入れた時のWell to Wheel、要するに発電からの
CO２の削減量です。ですから、電気自動車をやるとすると一番成績がいいのはフランスで、７ですから

93％減ります。成績が悪いのはインドと中国で、２割から３割ちょっとぐらいしか減らないと。何かと言

うと、この下に書いてありますが、この赤い方ほど化石燃料を使って発電しているということ、要するに

石炭や石油を使って、しかも非効率な発電をしている場合には電気を作るためにCO２がたくさん出てい

るということでありますが。これはこれから先改善をしていく余地があるということであります。

   25ページお願いします。電気自動車というのはこういうもので、うちの車を宣伝するわけじゃないんで
この下の方を見ていただきたいんですが。おっしゃった通り弱いのは４番目ですね。今売り出そうとして

いるのが160km、三菱さんもそんなものだと思いますけど。約100マイルということで、日常の走行には
使えるということです。これはUSのLA4モードということですので、日本のモードを使うと、これは国
交省さんが承認していただかないと発表できないんで数字入れておりませんが、もう少し多くなります。

ただまあ、いずれにしても今のガソリン車よりは航続距離が短いということであります。
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   26ページお願いいたします。次が燃料電池車ですが、これは少しまだ時間がかかると思うのであまり説
明いたしません。というのはいいところがたくさんありますが、この課題というところで、一番は色々書

いてありますが、要するにコストが高いということです。それから３番目、水素インフラが実は電気のイ

ンフラよりは整備しにくいということですね。水素を供給するスタンドというのは。水素というのは、あ

まり言うと怒られるんですけど、下手に置きますと爆発しますから、そのへんをどうするかというような

こと。というようなことで、この辺の課題を挙げておきます。

   27ページ、とは言いながら日系の３社は正式にはＦＣＶを現在発売中でございまして、昨年度は３社合
わせて10台ぐらい売れました。いつも冗談で申し上げていますが、一万台売れると会社が破産するという

（笑い）ぐらいの形態ですが、いずれにしても実用というか、走ることにはなっています。しかも弊社の

場合でも航続距離が500kmは優にあります。それから加速は普通の車よりいいです。私も社用車で何ヶ月
か乗りましたけど、別に静かで問題ありませんけど。充電スタンドがないので、東京から250km以上は、
行くと帰って来れないというような状況でありますけど。まあ車としては一応成り立っていると。28ペー

ジお願いします。たださっきも言いましたように水素の作り方で。最後はバイオ水素というのが可能性が

出てきましたので、これが来ると燃料電池というのも可能性があるということであります。

   29ページ、人の話に行きますと、これは少し簡単にしますけど。何が言いたいかというと、運転の仕方
で燃費というのはものすごく変わりますと。30ページ、これ、同じ車をいろいろな人が運転したデータで

すが、下手すると３倍ぐらい燃費というのは違うのですね。31ページお願いします。そのために今、おせっ

かいにもというか親切にもというか、自動車会社色々つけてます。大体エコメータというのはついてます

し、それから二番目、ゲーム感覚で同じ車の人であなた何番目ぐらいの運転のうまさですよというのを表

示したり、最後はもっとおせっかいで、急加速でアクセルを踏もうとするとアクセルペダルが重くなると

いうような装置までついてるのです。

   それから32ページお願いします。エコ運転というののやり方を1度だけお教えして、その前と後で測っ
てみると赤ぐらい燃費が変わります。これ人によってこの位ばらつくということです。非常に頑固でぜん

ぜん変わらない人と、すごく素直で良くなる人と色々いますが、要するに運転の仕方ということです。

   それから33ページお願いいたします。最後に社会のところですが、一番申し上げたいのは道路網をもっ
とスマートにすると。スマートにというのは整備したり、信号制御を上手くやったりというようなことで

スムーズに動かすという、渋滞をなくすというのがあるのですが。34ページ、ここでご紹介したいのは、

個々の車にルートガイドをするという実験をやってみました。35ページお願いします。そうしますとこれ

横浜市内でやりましたけど、到着時間が20％ぐらい減ります。それから36ページお願いします。CO２の

削減効果で言うと17％ぐらいということになるんで、さっき言った人の要素、それから環境、社会の要素

というのも大きいなということでやってます。

   それから37ページ、最後に今後の自動車産業、こういう中でどうしたらいいかということであります。
38ページのこの表は、保坂課長が出た表と同じ表現を書いております。普及率ですが、インド・中国はま

だ1,000人当たり50台以下ですから、これからモータリゼーションが始まるということであります。でア
メリカは1,000人当たり800台といってますね。車を運転しない人も入ってますから、一人一台以上持って
いるということになる。だから２億5,000万台の保有があるから、10年使っても2,500万台売れるはずだと
かっていうようなのが、ちょっと違うのかもしれませんけど、いずれにしてもこういう普及率です。

   で、39ページこれを違う表で見ますと、先の予想ですから多分外れますけど、今に比べて、というのは
今の経済危機を除いて6,000から7,000万台ぐらいの全需に比べて、2030年ぐらいにどのくらいの全需にな
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るかというと、1.6倍ぐらい増えるということで。そうしますと比率が、新興国、これが今の25％から50％
ぐらいに拡大すると。もちろんOECDの諸国も需要は少しは増えます。
   40ページお願いします。その例として、これはアジアの車が買えそうな層と。定義が5001ドルから
35,000ドルのハウスインカムというか、所帯収入ですね。だから税金を除いた後だと思いますが、そうい
う可処分所得の層が、1990年に比べると、1990年は1.4億人しかいなかったのが、アジアだけで8.8億人に
なったと。今この層の人が安いというか、価格の低い車をお買いになっていると。ちょうど日本の何十年

か前に耐久消費財に皆さんが、というか我々が憧れたというようなのが起こっているということでありま

す。

   じゃあ最後に今後の自動車産業につきまして。41ページは世界で見てという言い方です。これは私の個
人の意見として取っていただければいいと思いますけど。環境と安全問題を乗り越えれば、中長期には需

要は拡大すると。さっきの通りです。今日は環境問題ですから環境を申し上げましたけど、安全というの

は避けて通れないと思います。さっき言った、20万しないけどぶつかったら死ぬというのはいつまでも普

及はしないと思います。というのは、年間に車の交通事故で亡くなってる方が120万人おられます。日本

は昨年5,155人でした。ですから、小泉さんが総理大臣になった時に交通事故の死亡者を半減するとおっ
しゃいまして。これは実現しましたから、小泉さんが実現した唯一の公約だと言われていますが（笑い）。

これは日本は減っております。ただし新興国中心に、本当は何人死んでるか分からないというところもあ

るんですが。このくらいの人が死んでるんで、安全というのも振り返らなければ車というのがSustainable
なMobilityにはならないだろうと思っています。
   それから二番目は、エコカーというのが今大変話題になっていますし、重要だと思いますが、ただ当面
は今あるガソリン車とディーゼル車の改良がより重要であろうということであります。それから三番目

が、エコカーはどういう位置づけかというと、世界で自動車産業の企業から見ると、これで勝たない限り

は成長はできないということであります。日本は今非常に、ある意味優位な立場にありますが、いつも途

中で追い抜かされるというのが日本ですから。現在産官学連携で実際の行動始まってますが、ぜひ日本の

標準をデファクトスタンダードにしたいと。特に、誰も文句が言えないような安全基準を中心にそれをス

タートしたらいいかなと。安全基準がないと電気自動車もFCV車も燃料電池車も売れないわけですから、
このへんが重要かと思います。

   次の42ページですが、お願いいたします。今度は日本の自動車産業と部品産業はどうしたらいいかとい
うことです。一点目は、今ある日本の自動車というのはブランド力があります。日本で気がつかないこと

もあります。日本で言うと欧州系の外車の方が何かブランドがありそうですけど、アメリカで行くと同じ

値段で売ってちゃんと売れてますから、別にそんなにブランドが低いわけじゃないし。韓国車と比べても、

まあ品質でもいいと言いますが、それ以上にブランド力。例えばアメリカで韓国車と日本車では、同じ大

きさの車で販価が2,000 ～ 3,000ドル違います。これはもちろん長年のブランドだとか耐久性によるもので
すが、中古車が高いんですね。ということもありますから、これは実力だと思います。そのためというか、

品質、商品力、それからリーンな生産方式を強化すると。これは必要条件だと思います。これは日本の得

意なゾーンで、部品産業の皆さんと一緒になって今までもやってきましたので、これはぜひ手を抜くわけ

にいかないと。

   だからその時に問題は、為替なんですね。円安になるか円高になるか誰も分かりませんが、日本の自動
車メーカーである以上、これは弊社の戦略と考えていただいても結構ですけど、日本の自動車メーカー

である以上、開発・生産の一部は日本に残さないと日本のブランドとしての位置づけがなくなるという。

― 6 ―



第五回　総合研究機構研究成果報告会

タッグをしてますから。絶対数字は出しませんけど、何兆円かとは言いませんけど、かなり大きな金額の

円のエクスポージャー、要するに円高になると損をするというゾーンは残ると思います。これ、部品メー

カーさんも同じだと思うんですよね。全部安いから会社ごと中国に行こうといっても、多分成り立たない

と思いますんで。ただその分のコストが高くなる要素ありますが、これは品質とか納期とかそれから在庫

の管理、それから最後にはブランドで勝負をするしかないと思っています。

   国内の全需というのは、一番売れた時が800万台に近くまで行って、700数十万。で昨年が500万台です
から、それだけ下がったんです。で、生産が1,000万台やってますから、半分輸出してるんですね。500万
台がこれ以上急に伸びるとは思えませんので、生産を500万台にすると生産の分では円はバランスするん

ですが、それではもたないというので。例えば1,000万台ぐらいを確保するには、 500万台を円のコストで
作った車を輸出するだけのブランド力をキープしておく必要があると思っています。

   それからあと、日本の部品メーカー、カーメーカーが成長するには、当然のことですがエコカー分野で
リードすると。それからもう一つは、これから台数で伸びるのは、さっき言いましたように新興国の小型

車でした。どこまで入るかというのはありますが、小型車で。これが小型車だから儲からなくていいとい

うことじゃなくて、小型車でちゃんと利益を上げるための技術力と努力だと思いますが、これをやる必要

があるという形です。それから三番目は、新興市場へある程度シフトをしないといけない。シフトという

意味はどういうことかと言うとですね、今までは中国でもインドでも、富裕層がありますから、そこに高

い車を売っていれば利益が上がってたんですけど、今車をお買いになっているのは富裕層じゃありませ

ん。さっき言った3万5,000ドル以下の年収の人たちですから、そういう人に合う車を作ると。そのために
は、開発から生産・販売、全部現地化をしないといけないと。ただし大変重要な条件は、それでも現地の

車と比べて同じ値段になったとしても、日本のブランドをキープして。そのためには多大な努力がいると

いうことであります。

   それから三番目は、次世代自動車というのがある程度普及をしたいと思ってますが、そのために新しい、
これをやると新しい産業へのサポートができるのではないかということで、要するに都市のモビリティで

すね。ここにある、都心は車を入れないでもうちょっと小さい電気自動車を使うとかっていうようなこと

に参加できるとか。それからもう一つは、特に電気自動車の場合にはハイブリッドよりバッテリーの容量

がかなり大きいので、それの使用済みのバッテリーをどう使うかということですが、これがかなり使えま

す。自動車で10年使って、能力は大体７～８割に落ちます。で、自動車ですとここまで落ちると使えない。

というよりは、車が大体10年で廃車になっちゃうんですね。でその時にバッテリーを外してこれをどうす

るかと。最後はリサイクルですけど、その前に、７割の能力でも家庭用の蓄電池としては使えるんですね。

だからそういうことを考える必要があると。

   それから最後に、クリーンな電気。電気がいずれ必要になりますから、クリーンな電気エネルギー活用
への貢献ができるのではないかと。例えば電気自動車というのは非常に大きな蓄電池なんですね。電気自

動車にフルに充電しておきますと、普通の家庭では３日～４日電気はいらないんですね。蓄電した電気自

動車から取れば、電気をまかなえるぐらいの容量がありますので、これを使えないかと。一つは昼夜で電

気要求量が違いますから、夜間電力をうまく使うという。

   それからもう一つはスマートグリッドへの参加ということですが。太陽光発電、それから風力発電等々、
特に太陽光発電というのは政府の政策もあって大量に増えると思いますけど。あれ天気のいい日だけ発電

して東電さんまたは関電さん買えって言われても、その間じゃあ急に発電機止められるかというとなかな

か難しいんで。それを一時貯めておくとか、または足りないところに上手く回すような。スマートグリッ
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ドと書いてありますが、要するに発電網を大変効率的に譲るというのも大事になりますが、その中に電気

自動車は蓄電池として参加できるのではないかというようなことです。だからこれも産学官がうまく連携

をして、うまいネットワークを組まなければいけないと思っています。

   いずれにしましても、自動車産業、部品産業にとりまして、環境対応や新市場への対応とか、それから
今日は言いませんでしたけど安全な車を作るというようなことが、自動車産業、部品産業に対して必要な

条件ですが、逆に我々にとってはチャンスだと思っています。ですからこのチャンスをうまく活かして、

何とか現在の経済不況を乗り越えてSustainableなMobilityとして生き残りたいと思っております。どうぞ
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

＊司会：
　ありがとうございました。
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