特集 自動車燃費規制の衝撃

政府の燃費規制が
新たな自動車産業を生み出す時代へ
小林敬幸
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1 先進国・新興国ともに

化などが求められるようになってきている。

厳しさを増す燃費規制

また、欧州などの先進国に限らず、中国を

近年、自動車の燃費規制が厳しさを増して

筆頭とした新興国でも、先進国並みの燃費・

いる。たとえば、最も燃費規制が厳しいとさ
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である。現在、世界最大の新車市場となった
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中国では、乗用車の企業平均燃費の目標値は、

CO 2 排出量が2015年の130g/kmから21年には

15年の6.9L/100kmから20年には5.0L/100kmに

95g/kmと計画されている。わずか 6 年間で

する規制導入が提案されている。これは中国

27％もCO 2 排出量を削減する必要があるとい

も欧州同様、 5 年間で約27％のCO 2 排出量削

うことであり、既存の自動車業界にとっては

減を促す高いハードル設定となっている。中

かなりのチャレンジとなる。

国政府が燃費・排ガス規制を強化する背景に
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識もあると推察される。
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このような中国の動きは、他の新興国へも
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現すれば、欧州に数年遅れで規制強化が進む
ことになる。

を切りつつある。
このような政府の規制強化は、既存の自動
車業界にとっては大きなリスクである。燃費

2 ZEV規制のインパクト
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4 燃費規制強化がもたらす
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活用した交通システム全体の最適制御も考え
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られる。交通システム全体で最適化すること

ってはリスクであると同時に、新規参入者に

で、交通渋滞の緩和、全体での燃費向上にも

とってはチャンスでもある。規制が強化され

つながる。
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カーシェアとの親和性は高い。また、ITを
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以上のように、燃費規制強化が、新たな産
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企業平均燃費のこと。各自動車メーカーに対して実
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際に販売した車両全体で平均燃費を算出し、それに
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注

CAFEとはCorporate Average Fuel Economyの略で、

専門は自動車業界を中心とした、製造業の経営・事
業戦略立案
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