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〔 基　調　講　演 １〕

＊司会：

　これより基調講演に移らせていただきます。本日の基調講演１は、経済産業省製造産業局自動車課、保

坂伸様です。保坂様は昭和62年当時の通商産業省に入省され、産業政策局総務課長補佐、通商産業局米州

課長補佐、中小企業庁経営支援部商業課長、資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油・天然ガス課長を経て、
平成21年７月より、現職に就任されていらっしゃいます。では保坂様、宜しくお願いいたします。

日本自動車・同部品産業と環境問題

　保　坂　　　伸　
（経済産業省製造産業局自動車課長）

　ただ今ご紹介あずかりました、経済産業省の自動車課長の保坂でございます。本日は当シンポジウムに

お招きいただきまして大変ありがとうございます。大勢の皆様の前で私どもの政策、それから産業の現状

についてご説明する機会を与えていただいて大変感謝をしている次第でございます。私は基調講演として

「日本自動車・同部品産業と環境問題」ということでお話を承りまして、全体の今の自動車産業をめぐる

現状と課題を中心にご説明させていただきたいと思います。パネルと、お手元に資料をお配りしているか

と思いますので、それに沿ってご説明させていただこうかと思います。

　まず１ページをお願いします。世界の自動車産業をめぐる状況は、ご存知のように昨年のリーマン・

ショック以来、がらっと一変いたしまして、リーマン・ショックが始まるまでは、ひたすら生産が拡大し

ていくという形であったわけでございます。それに合わせましてそれぞれ生産能力を拡大してきたという

ところに、ご覧いただいているようにかなり激しい形でリーマン・ショックの形で生産量・販売量が落ち

るという形を迎えました。この状況に対応するために、別に各国申し合わせたわけではないんですけれど

も、自動車産業へのてこ入れを各国が口をそろえてやると。ある意味で経済政策的にはマンデル・フレミ

ングの逆のことをやって、一国の対策だけではなくて一斉に同じ対策を打っていくという形になりまし

て、それぞれの国が自動車の販売に対しててこ入れをする政策を打ちまして、その関係で今年の春からア

メリカ、ヨーロッパ、それから日本と、前年に比べますと、まあリーマン・ショックの前でございますの

でどうしてもマイナスになるわけですけれども、ある程度販売の量は上向きのトレンドを経まして、日本

については今年の９月に0.2％、前年に比べて上に出るという形になっております。
　２ページお願いします。続きまして、アジア市場の現状といたしまして、こちらはさらに中国。もちろ

ん販売の補助金を打っているわけでございますけれども、それに加えてもともとの自動車購買における潜

在的な需要層、まだ自動車が普及していないという意味において、潜在的なところに全体の景気対策なり

を打った形で中国・インドが非常に回復をしてきているという形になってきておりまして、それまでアメ

リカ、ヨーロッパ、日本のマーケットがかなり引っ張ってきた図式が、ここにきて明確にBRICs、といっ
てもロシアは除くわけですけれども、BRICsを中心としたマーケット、新興国のマーケットが引っ張ると
いう図式になってまいりました。
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　３ページは、もうそのことを今ご説明した日本の状況でございます。日本のところは一点申し上げてお

きますと、部品のメーカーの皆さんも含めて申し上げると、販売は一応持ち直してまいりました。けれど

も輸出の落ち込みがございますので、トータルして真ん中のグラフの「生産」のところの落ち込みはやは

りどうしても20％は割っているということでありまして、言葉を変えて言えばこの分は生産能力が過剰に

なっているという形になるわけであります。

　４ページでございますが、私どもこの関係で、自動車産業に関して政府としまして景気対策を打ってき

たわけでございますが、その心はやはりこの国におきまして自動車産業の占める位置。全体の出荷額で言

えば全製造業の約２割を占め、全体の出荷額で337兆円ということでございまして、就業人口で言えば就

業人口全体の約１割を占めているところが、販売部門等も全部含めると相当な人数の方が自動車で働いて

いる形でございまして、この業界が好調か好調でないかということが非常に国民生活に直結しているとい

う認識のもとに、全体のこの業界への政策として支えるということをしてきたわけであります。

　じゃあ一体どういう政策を打ったかということでございますが、５ページに行っていただきまして。ひ

とつは俗称エコカー減税と言っておりますけれども、今年度からいわゆる自動車重量税、自動車取得税を

時限的に減免いたしました。2010年度、今年の燃費基準をさらに15％達成している車、あるいは25％達成

している車にそれぞれ50％軽減、75％軽減という形を打ちまして。次のページ、６ページにありますけれ

ども、環境対応車についてさらに買い替えに対して補助をしたわけであります。これは経年車の廃車と書

いてますけれども、13年を超える車の廃車を伴って新車を購入される場合については登録車で25万円、軽

自動車で12万５千円という形でありまして、新車でいわゆるエコカーの対象になっている車については登

録車10万円、軽自動車５万円という形で補助をさせていただいて、先ほどのような数字になってきたわけ

でございます。

　この中で一つ特徴的なことは、何が起こったかというと、某メーカーの「こども店長」を筆頭に、「エ

コカー」という言葉が相当国全体に普及いたしまして。ここまで政策に関する名前が普及するってあまり

ないわけですけれども、恐らく今国民全体に聞くと10人に９人は「エコカー」という名前を知っているん

だと思いますね。それで国民全体の中にエコロジーに関する言葉もかなり普及をしているわけですけれど

も、車を買うのであればエコカーを買うということが非常にいいことだ、という全体のイメージ作りに成

功していまして。実は今年の３月まででありますといわゆるエコカー、今の減税と補助金の対象の車とい

うのは新車の販売の中で約３割くらいしか占めなかったわけですけれども、４月の時点で４割だったんで

すが。直近10月に売った数字を見ますと、全体で売った車のうちの70％弱がエコカー補助金の対象になっ

ていまして、実は軽自動車を除く登録車でありますと、もう８割はエコカー補助金・減税の対象になって

います。これは一つにはもちろんそういう車を買っているのもございますけれども、各メーカーさんがま

たこのエコカー減税・補助金の対象の基準をクリアすべくかなりご努力をされて対象車を増やした部分も

すごく多うございまして、結果とすればエコカーの購入が全体の７割を占めるに至っているということで

あります。

　後ほどCO２の25％削減の話もさせていただきますけれども、逆に言うと補助金は今年一年で3,700億円
用意させていただいていて、減税規模でいうと2,100億円ということで、全部合わせると5,000億円ぐらい
の規模の予算を用意しているんですが、一年間あたり5,000億円を投入すればエコカーが７割まで行くと
いうことを示していますので。先ほど小林先生が基調講演で2020年になると９割がハイブリッド以上の車

ということになると、ハイブリッドですから現在のエコカーの対象よりもさらに基準が厳しいんですが、

９割ということになると、単純計算でいくと5,000億以上のお金が必要になるかもしれないということで
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ありまして、どれぐらいの支援をすると、何らかの、購入される方にこういう車を買いなさいという、規

制という手段を入れないでインセンティブに関する補助金・減税だけで勝負をしようとすると、相当程度

のお金が要るということが今回のことで分かったということがございます。まず国内の状況は以上の状態

でありまして、じゃあ世界の状況にちょっと目を移すと、７ページに行っていただきます。

　世界の自動車の販売の推移は、先ほど申し上げましたように今回のリーマン・ショックも含めまして、

急激に新興市場にシフトしてきています。この週末、私「日中省エネルギーフォーラム」で中国に行って

まいりましたけれども、中国の自動車課長がフォーラムの現場で、中国の販売状況は今年はやっぱり1300

万台を越えるであろうということでありまして。アメリカが８月は補助金が来たおかげで1400万台ペース

に戻りましたが、恐らく今年1,000万台を割るぐらいのペースだと思いますので、しばらく中国の販売が
一番多いという状況が続くような状態になっているわけであります。

　８ページでありますが、全体の販売は新興市場にシフトしている中で、全体の生産も国内の生産から北

米生産、アジアの生産へシフトしているということであります。私どもの自動車メーカーを擁護するわけ

ではございませんけれども、これだけ全体の生産がグローバル化していく中で、もちろん昨年派遣の方を

ずいぶん削減をしましてかなりご批判も受けましたし、メーカーとしての責任もやはり感じるところでは

あるものの、国内生産で、ある程度踏ん張っているところは事実でございまして、本来もし部品の供給が

ある程度進んでいくんであれば、現地で生産をした方がコストだけ考えるとある程度安い部分があろうか

と思うところを、一応国内生産で踏ん張ってきたということですが。これから全体の市場、新興市場がか

なり大きさを増してくる。まあもちろん売れている車の価格帯が安い層でありますんで、どこまでここの

新興市場を狙うかというところはひとつ後ほど議論をさせていただこうことは思いますけれども、現地生

産とグローバル生産、その他の地域で生産するバランスが、非常に各自動車メーカーの戦略なり競争力に

直結する図式になってきているということであります。

　その関係で９ページですが、では今後どうなるかということは、伸びた市場、伸びる市場を見ていただ

ければ分かるように、これは新興市場になってきているということです。この20年で3,000万台増えまし
たけれども、このうちやはり占めているのは中国、ロシア、ブラジル、インド、ASEANといったところ
であるということであります。

　10ページでありますが、ここから先は、まさに今日本の自動車メーカーなり世界の自動車メーカーが直

面している図式でありますけれども。まずアメリカの市場というのは基本的に非常に車の好きな国民の皆

さんでありますから、同じような補助金の額を用意して、私どもは一年かけて消化していくわけですけれ

ども、アメリカのマーケットで言えば二ヶ月で予算を使い切ってしまう。その意味では非常に車が好きだ

ということがよく分かるわけですが。しかも高級車なり大型車なりが売れて行くというマーケットで、日

本のメーカーにとって非常に重要なわけですけれども。ここの自動車販売台数が2008年に1,300万台になっ
ていますが、2009年は恐らくこれがもうちょっと落ちて1,000万台くらいになって、ではどのタイミングで
1,300万台なり1,400万台に戻るかというのはちょっとよく分からないんですが、やはり数年かかってくる
だろうと思われます。GMとクライスラーがこの今の状況でありますんで、2008年のこのドーナツが、か
なり2009年になるとまた数字が変わってくるという形になってくるわけですが、全体としての数字が落ち

たマーケットで、どこの客層を狙ってどういう形で売っていくのかということが問われているということ

であります。

　11ページになりますが、ヨーロッパのマーケットは、これはディーゼル車が中心で来たわけでありまし

て、その意味ではやはりヨーロッパのメーカーが非常に強いという形であります。
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　次に12ページでありますが、今度は中国のマーケットでありますけれども。それぞれまあ合弁会社を作

りながら全体の日本メーカーにしろ、海外のメーカーは進捗しているわけですけれども、やはり全体の

シェアを落としてはいるものの、注目すべきはワーゲンがやっぱりかなり強い。この後説明していくとこ

ろで新興マーケットを見ていただいても分かるんですが、ワーゲンがいろんなところに出てきます。フォ

ルクスワーゲンがかなり、ある一定の層に食い込んでいるというところでありますね。これが今2008年、

676万台と出ているやつが、今年についてはこれが突然1,300万台と倍増していくという、非常に激しい
マーケットになってきているわけです。

   続いて13ページでありますが、これはインドのマーケットでありますが、これはまあ非常にスズキが強
い。これはタタがここに来て出てきてまして、これについては後ほど申し上げますが。ここで着目をして

おいていただきたいのは現代（ヒュンダイ）がここに出てくるわけですが、現代（ヒュンダイ）の名前は

中東でもアメリカでも、ウォン安の風にも乗りまして、それから品質がかなり向上してますんで、いろん

なところで現代（ヒュンダイ）の名前を聞くようになってきたということであります。

   14ページでありますが、ブラジルのマーケットで、これはやはりワーゲンが、GMがこの状況ですから
この後落ちてくると思うので、ワーゲンがかなり強いマーケットだということです。15ページはロシアの

マーケットでありまして、ここは唯一新興市場の中で全体の販売台数が戻ってこない、石油の値段が戻っ

ている中でなかなか景気が浮上してこない。全体の輸出額の70何パーセントは石油とガスで占めている国

なんですが、特にこの国はガスコンロという、ガスが非常に中心なものですから、ガスの値段が上昇して

こないのでなかなか苦しいのが全体の経済に影響を与えてまして、なかなかちょっと車の台数は伸びてこ

ないということです。

   それで、ここまでご覧いただいたのは何かというと、アメリカはこれからもちろん環境なりに気持ちが
行くとは思うものの、１ガロン３ドルというようなガソリンの値段の中で、本当に燃費のいい車、小型の

車にガーッとシフトしていくのかというと、根本的に車の好きな人たちなので、ある程度やっぱり大型車

なりが出てくるだろうと。ヨーロッパと日本のマーケットは非常に環境に対する重視が需要の皆さんが大

きい。それから新興国の方たちは基本的に二極に割れて、中国もお金持ちの層があるんで、それなりに売

れるわけですけれども、やはり安い車を買うという層が当然出てくるということです。

   その中で、16ページに行っていただくと、代表的によく取り上げられるのがタタの「ナノ」という車で
ありまして。今これ10万ルピーで約28万円となっておりますが、今の為替レートですと円が強くなってい

ますので、さらに下がって20万円ぐらいで買える車なわけですね。もちろんサイドミラーが一つしかない

とかいろんな工夫がありますけれども、こういう車が出てきて、それなりに走るわけです。

   実は私先週中国のBYDに行ってきまして、BYDのガソリン車からプラグインハイブリッドに乗りまし
たけれども。電気自動車の話をちょっとしますが、BYDの1,000ccの車というのは50万円を切る水準で売っ
ておられてて、４人乗りと称していますが、後ろのバックシートは１人がせいぜいというような形ではあ

るものの、それのマニュアルなんですね。当然この客層ではフォードも売れないと仰っていて、まあそう

いうところを狙っているという形でして。そういう車が次々と、地盤のマーケット、メーカーなり色々な

ところから小型が出てくる。もちろん車の品質そのものは日本のメーカーと比べるほどではないんですけ

れども、ただそういう車がやっぱり電動二輪に比べてとか、三輪車の幌がついているような車に比べれば

よっぽどいいんだということで乗る人たちが、ある客層、中国の1,300万台の客層の中、あるいはインド
の300万台の客層の中に、当然ある一定の比率でいるということを、どういう形で受け止めていくのかと

いう問題が生じているわけであります。
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   17ページでありますが、これはもう見ての通りでありまして。まだ普及がしていないところがこれから
も伸びていく可能性が非常に大きいだろうということを示しています。

   ここまでが全体の既存の話でありまして、全体の概略の図であります。全体のご説明をする前に、今日
全体の図面、今までのコンベンショナルな在来型の車というのと、次世代自動車、環境対応ということは

次世代自動車ということだと思うので、次世代自動車の状況を簡単にご説明します。18ページですが、こ

れは次世代自動車という形で、どの品物が出ているかはまあいいと思うんですが。電気自動車、プラグイ

ンハイブリッド、ハイブリッド、燃料電池、水素、クリーンディーゼル、CNG。これを大体次世代自動
車と呼んでいます。これでハイブリッドが卒業しかかっているという形だと考えていただければいいかと

思います。後ほどのご講演でいろいろご説明があるかと思います。

   19ページは、これは３年前に私どもが研究会に回して、どれくらいのタイミングでいろんなものが出る
かということを書いた図ですが、３年前とかなり図式が変わってきていますので、その意味では全体が前

倒しになりつつあるというふうに考えています。

   次世代自動車について今の現状を表した図が20ページでありますけれども。基本的にはやはりハイブ
リッドについては日本が非常に強いということです。ハイブリッドがどういうものかというのは後ほどご

説明あるかと思いますので省略をします。それからEV、pHV、電気自動車とプラグインハイブリッドも
日本は先駆けている部分があって、今のところ先行しているという事実があろうかと思います。

   21ページですが、他方ディーゼルは東京都がディーゼル車の乗り入れを禁止して以来、どうもやはり環
境に悪いというイメージが付きすぎたところもありまして、その間ヨーロッパはディーゼルでかなり環境

対応を進めたので、やはりディーゼルはヨーロッパが強いと。それからバイオ燃料に関しては、日本は

サトウキビなりトウモロコシの生産量が少ないとかいろんな問題もありまして、これも海外に比べると

ちょっと弱いのかなと。

   それから22ページでございますが、先ほど申し上げたコンパクトカーの世界では、やはり日本はきちん
とした車を作れますので、とにかく当面動けばいいやと、それから日本は非常に安全ですね、事故が起

こった時に人が死なない車を作ろう、人が亡くなることのないような車を作ろうという思想でありますの

で。その他の国とそこが根本的に思想が違ってますので、走ればいいということで安全性をある程度犠牲

にしてまでという車ではありませんので。その意味ではコンパクトカーの世界は、価格という面で考える

とやはりインドなり中国なりの車が優勢を保っているということです。

   それで23ページなんですが、実は私ども11月４日から「次世代自動車戦略研究会」という研究会を作っ
て、今後の道行きについて議論をしようと思っています。これから半年くらいかけてやろうと思います。

私どもの認識は、ここにきてハイブリッドの延長線で電気自動車ブームみたいなことが起こっているわけ

ですけれども、日本の場合はまず既存の車で言えば燃費性能を非常に高めるということについて非常な努

力を払ってきて、相当燃費のいい車を作ってきたわけです。日本はもともと石油が出ませんので、ガソリ

ンがないということがあって、政策目標が燃費を良くするということと、もう一つが競争力をつけるとい

う。この二つの課題に対応してやってきましたんで、特に燃費の部分は部品メーカーの皆さんのご努力な

んかも相当なものがおありになられて、内燃のエンジンも相当良くなってということで、トライボロジー

もすごく高まってという形でここまで来ているわけです。この流れがそう簡単に変わるとは私どもはっき

り言って思っておりません。

   それから、ハイブリッドが過渡的というように小林先生おっしゃっているわけですけど、本当に過渡的
なものなのかどうか。それは今までのデジカメとかパソコンとか、今までの歴史からいくと、既存の流れ
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の中で過渡的に消えていった、ほんの１～２年流行ったような技術だというご指摘はそのようにも思うん

ですけれども、電気自動車の色々な限界を考えた時に、ハイブリッドの時代がある程度続くということは

思うわけです。それなりの技術もあると思いますので、日本の自動車産業は、もうしばらくこの隆盛が続

くということを考えると、燃費のいい車とそれからハイブリッド、ハイブリッドももちろん燃費がいいわ

けですけれども、ハイブリッドの時代が続くということが一番いいと思います。そういう風にあればいい

と願うことは私どもの勝手でありますが。

   その中においてまず一つは、ここに私ども政策課題として、燃費と非常にイコールな部分が多いんです
けれども、環境対応としてCO２を削減しなければならないという課題がこの10年で一気に課題として出

てきているわけです。このCO２対応をするということを言った時に、各国がどういう対応をこれからし

ていくのかというところに行った時に、この後ちょっとページ飛んでいただいて27ページを見ていただく

と、ヨーロッパがCO２の規制で2020年で95グラムという規制をもう設け始めているわけですね。３年前

に私どもが一回イニシアチブということでビジョンを示した時に比べると、CO２の規制の進み方が思っ

ていた以上に早いということです。それから、 28ページなんですけれども、アメリカも同様に今規制を
やっていると。アメリカはこの上にもう一つ危機的なのは、グリーン・ニューディールという形で25億ド

ルのお金を４チームに分けて、今リチウムバッテリーの開発等に投入してきている。

   何を言いたいかというと、今の価格差、今の既存技術を前提にしている分には、電気自動車というのは
なかなか普及しないと思います。私ども同じ車体の同じ大きさの車の既存車と電気自動車の価格差の半額

を今補助する形で支援をしていますけれども、アイミーブに関しては私ども139万円を補助しております。

１台の購入にですね。ということは、278万円の価格差があるということですから、その状態のままで一

気に普及するとはなかなか思えないわけですけれども。これがCO２の規制なり、グリーン・ニューディー

ルなりの官製マーケットがある程度大きくなるのであれば、当然CO２の政策課題に対応するためにそう

いうことが強くなるんであれば、普及の可能性も出てきますし、普及の可能性が出てくるということにな

れば技術革新が進むので。それからバッテリーの台数が出ますから、価格全体が落ちてくるのでさらに普

及が進むという、その回転が始まる可能性が結構あるということです。それがどういう形で来るか分から

ないわけですけれども。

   23ページに戻っていただくと、私どもとすると、やっぱりそれにはいつでも対応できるレディ・トゥ・
ゴーの状態に日本の自動車産業界としてはあってほしいというのがありまして。もちろん部品点数が３万

点から一気に減るとか色々な問題点はあるものの、そういう時代が来る、やむを得ない、来てしまうんで

あれば、これは対応せざるを得ないということであって、その意味において、日本の自動車産業がこの世

代でも優位を保っていくには何をするべきなのかということで、今、研究会を回し始めているという形で

あります。

   先週土曜日BYD（比亜迪汽車：中国の自動車メーカー）に行って、プラグインハイブリッドに乗せても
らいました。実際問題、日本の車に比べれば全体のバッテリーが多分重いんだと思うんですけれども、加

速等についてはやはり落ちるわけですけれども。IP問題としてご不満の向きはいろいろあろうと思いま
すがちょっとそれを除いておくと、カローラにそっくりの車が置いてあるわけですね。その燃料、ガソリ

ン車にですね、それなりの車です。もちろん差はあるにしてもですね。ところがこの会社が今、フォルク

スワーゲンと５月に連携をしているわけでありまして。ワーゲンとのコラボをして、コラボ的に動いて、

ワーゲンの下請けになるのかどうかちょっとよく分からないところがありますが、全部自前で自分たちの

技術を開発したいということをBYDも中国の自動車会社も協調していましたので。なかなかそうはなら
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ないものの、もしワーゲンとこの会社が提携をして、電気自動車なりを本格的に、ワーゲンなりボッシュ

なりが開発した電気のバッテリーを作る、使い出すということで、あとは組み立てるのはBYDでやりま
すということになれば、十分この会社はやれるんだと思うんです。そうなると、台数のロットが出ますの

で、全体のリチウム電池の価格は下がってくるということになってくるわけでありまして、そういう意味

ではグローバルな競争の中で、かなり全体の動きはリーマン・ショックの中で台数が落ち込んでいる中

で、いろんな動きが背景として起こり出しているということであります。

   24ページはそういう中で技術開発競争の結果ということで、それぞれいろんな会社がいろんなことをし
てきていますということですが、これは後ほどの講演なりに振ります。それから25ページは、ハイブリッ

ドはなかなかそんなに技術的に他が真似できるかどうかという問題があると思うんですけど、たとえば

EVとかになると、非常に電気製品に似ているわけですね。巷間よく言われているように、日本は電気製
品なりはある程度の開発を進んで量産体制になるとなぜかシェアを落としていくと。何故かというのは、

全体としての生産能力も追いつかない部分もあったりするわけですが、先ほど言っていた全体の IP戦略
といいますか、イノベーションの戦略的な部分もかなり絡んでいるというご指摘が世の中にずいぶんある

わけですが、とにかく技術としてこういう形になっているわけです。例えばDVDの世界で言えば、ブルー
レイで一回世界が決着したかと思ったら、東芝がおやりになられていた技術が、今度は中国がそれを取り

込んで、それがもしかしたら中国の規格になってしまうという可能性も出ているわけでありまして、13億

人が規格化したものが世界の標準にならない保証はどこにもないわけでありまして、そういう全体の戦い

の中で一体電気自動車がどういう位置づけになるのかというのは、ちょっと私もまだ分からないところな

んです。それを逆に言えば、ハイブリッドという車が既存の技術の延長線上の過渡的なものなのか、実は

画期的な技術開発だったのかというところにかなり依存してくるような気もしていまして。電気になれば

それはある程度画期的なんだとは思うんですけれども、ハイブリッドの時代と電気の時代の読み方、両方

が並列をするのかもしれませんけれども、ということだと思います。

   26ページは、先ほど言ったように全体のCO２を達成していくためにやらなきゃいけないことの中で燃費

の改善なりということですね。ちょっと申し上げておくと、そうは言いながら2020年になったら規制がか

なりきつくなって世界の５割がEVになる、なんてそんなことは絶対にないわけでありまして。数字がど
れぐらいというのはなかなかお示しするのが難しいわけですけれども、いろんなコンサルタントの数字を

見ても、プラグインとEVを含めて10％を超えるような数字を示しているところはないわけでありまして、
個人的にはそこらへんが常識的なところだとは思います。ただいずれにしても、このCO２規制というの

がかなりきつめに動いてますので、その中においてハイブリッドなりプラグインハイブリッド、EVとい
うものが出てくるということだと思います。

   29ページは技術面から燃費向上のポテンシャルでありまして。あくまでコンベンショナルなものの燃費
改善と、それからハイブリッドもそこに含めちゃうとそこの技術改善と、それからEVの開発という両論
で行かなきゃいけないということではあります。でもこれ簡単に言ってますけど、その両方をメーカーの

皆さん、それから部品メーカーの皆さんが両方を追求するというのはかなり研究開発の負担が重いという

ことだと思いますんで、その意味では中国がＩＰを勝手に持って行かないとか、研究開発に関わる全体の

戦略をきっちりやる必要があるということだと思います。

   最後30ページは、今日申し上げたこと全体を申し上げると、とにかくCO２排出量削減というのがありま

して、25％を総理が約束してますが、これは条件案でですね。各国が、皆ちゃんと相応の負担をして合意

をすることという前提を書いてますので、年末のコペンハーゲンの合意はなかなか難しい状況にはなって
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います。ただ25％はともかく、CO２ある程度排出量を削減していくということに世界的に協力をしてい

かざるを得ない状況にはありますので、官民学と、産学官と全部協力してやっていく必要があるというこ

とです。

   政府、我々としますと各社のストラテジー、どういう戦略で行くのかっていうことについて。中国なり、
たとえばボッシュはワーゲンとメルセデス、ＤＭを抱えて、サムスン・ＬＧを抱えてちょっと中国でＢＹ

Ｄを中心にっていう図式が見えるわけですけど、それにどういう形で対抗するかということは各社さんの

戦略があろうかと思いますので、そこまで私ども政府が申し上げる立場ではないわけですけれども。例え

ば充電器であればインフラの整備とか、充電器の全体の規格化づくりのところで民間の皆さんが今やって

おられますけれども、政府ベースでご協力できることを。まあこの前も中国の自動車課長に、充電器のプ

ラグの形状とか充電器の規格でそれぞれ別々にやっていってそれに投資するというのは、本丸のところの

電池の研究との関係で言えば非常に無駄が多いので、早く標準化の規格を日中なり、日中米なり日中ヨー

ロッパも巻き込んで、別に１種類じゃなくても２種類でも構わないので、早く決めて。ブルーレイとか携

帯電話の時みたいに、やった投資が全部無駄になるという事態を避けようじゃないかという話を実は中国

側にも私からもしていまして。

   それぞれ環境問題という世界共通の課題に対応するために、それぞれの国が協力してやれるべきところ
をまずやりますし、それから民間と国、それから次世代のリチウム電池の研究ということであれば、コラ

ボティブな研究を学の世界に結集して今やっていますけれども、どこをコラボで研究していくのかという

ところを明確にしてやっていこうというのが今私どもの考え方でありまして、その研究会はもう回してま

すので、半年後だと思いますね。繰り返しますが、だからと言って電気自動車がすべてになると思ってい

るわけではありません。あくまで2020年という単位で見れば、基本はやはり既存車の燃費の向上にあると

思いますので、それが９割以上を占めているでしょうから、ハイブリッドも含めるとですね。そこの燃費

の向上のために部品、それからトライボロジーなり、全部含めた形でどういう形で完成してくるのかとい

うことだと思います。逆に言えば、リーマン・ショックも含めて、非常にありふれた言葉ですけれども、

本当に色んな意味で競争条件なり自動車産業をめぐる環境は激変をしているので、はっと気がつくと一番

だと思っていた日本がいつの間にか劣後しているということは十分にありうるという危機感を共有しなが

ら、皆さんと自動車産業の位置を維持していきたいと考えている次第でございます。以上です。どうもあ

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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