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２０２０年７月、上汽通用五菱汽車が

で現地価格が２万８８００中国元（約

る。トヨタ・プリウスとホンダ・イン

で、ＥＶは約０・５％にとどまってい

プルな装備だが、１回充電して走るこ

である。エアコンも付かず極めてシン

レードでも３万８８００元（約 万円）

世界に広がっているガソリン車の販

クルマを売る利益率より電気自動車を

げられて、テスラなどは下手をすると

ば、反則金を取り立てる制度が立ち上

米国では電気自動車を販売しなけれ

は一挙にＥＶに舵を切った格好だ。

化していく方針だったのだが、菅政権

て、ＨＶとＥＶの両輪で環境対応を強

日本政府はガソリン車の代替とし

日本の軽自動車をひとまわり小さくし

が１４９３㎜、全高が１６２１㎜で、

のスペックは全長が２９１７㎜、全幅

いる。ちなみに『宏光ＭＩＮＩ ＥＶ』

国内のメーカーにリチウム電池の増

ＭＩＮＩ ＥＶ』は登場するやいなや

足に使うには十分な値である。
『宏光
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電気自動車（ＥＶ）一辺倒で
電気の供給体制は大丈夫か
とを決定し、米国もカリフォルニア州

発売した小型電気自動車『宏光ＭＩＮ

Ｉ ＥＶ』が世界の注目を集めている。

産能力を持つのにさらにその生産量を

ちなみに、２０１９年の日本におけ

話題の元はその低価格で、最も安価

増やす勢いだ。

売を禁止する方針を打ち出している。

る新車販売台数（乗用車）は４３０万

では２０３５年までにガソリン車の販

中国も２０３５年までに新車販売に占

日本政府は２０２０年 月３日、ガ
ソリン車の新車販売を２０３０年代半

なベースグレード（電池容量９・３ ）
ソリン車とディーゼル車で占められて

台で、その約６割（２６１万台）がガ

合を５％弱から ％に高め、将来的に

めるＥＶなど「新エネルギー車」の割

が各方面で確認された。

万円）
、電池容量 ・９ の上級グ

具体的には、ドイツでは「２０３０

サイトの開発競争に端を発する我が国

とのできる航続距離は、ＮＥＤＣ（新

いる。残りの約３割がハイブリッド車

年までに化石燃料を燃やす新車の販売

のＨＶ技術は世界的に見ても群を抜い

欧州ドライビング・サイクル）基準で

はガソリン車の販売を終わらせる旨を

果ガスの排出を実質ゼロとするという

を禁止する法案」に反応してフォルク

たもので、ある意味で日本のメーカー

９・６ のモデルが１２０㎞、上級の

３日午前に会見した加藤勝信官房長

目標に触れ、
「実現のためには従来型

スワーゲン・グループ、メルセデス・

に敵わない海外の自動車メーカーがＥ

売を禁止する動きに対して、とかく

発表した。

のガソリン車から自動車の電動化が不

ベンツ、ＢＭＷ各社がいずれも電気自

立ち遅れていることが指摘されていた

作ることによって入る報奨金の収入の

たほどのサイズであるが、乗車定員は

日本だが、ここに来て俄然歩調を早め

国内のメーカーにリチウム電池の増産

産を働きかける動きを見せる中国で、

４名。少なくとも市内循環で買い物の

リン車の新車販売を禁止する時期を、

を働きかけるなど、すでに世界一の生

万円で買える中国の電気自動車
方が多いとさえ言われている。中国も

に二酸化炭素（ＣＯ ２）などの温室効

可欠」と指摘し、年内の具体化に向け

・９ のモデルが１７０㎞となって
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２０３５年から２０３０年に早めるこ
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らかにした。
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てきた。英国は２０２０年 月にガソ
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官は、菅内閣が掲げた２０５０年まで
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Ｖにシフトした面もあると思われる。
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動車を本格的に導入する方針であり、
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て経産省が検討を進めていることを明
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ばに禁止する方向で調整に入ったこと

世界に足並みを揃えてＥＶ化を推進
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燃料だった。本格的に使われるように

ほど、石炭は人類にとって馴染み深い

化石燃料だと考えられているのだ。

ると、石炭は気候変動にとって最悪の

くメタンガスも発生することを考慮す

車）の保有台数は

世界で保有されている自動車（四輪

日本自動車工業会によれば、いま、

日間で１万５０００台を販売。さら

に５万台のバックオーダーを抱えてい
なったのは 世紀の蒸気機関が発明さ

億３３１８万

るとのこと。初登場で米国のテスラ
『モ

ものを原点から考え直す時期に来てい

の悪いことであり、自動車の存在その

かさなければならないのは極めて効率

以上、下手をしたら２ｔもの物体を動

人間が概ね１～２名移動するのに１ｔ

き、乗用車の場合、体重が ㎏前後の

そもそも自動車の在り方を考えると

う志向も必要なのではないだろうか。

が手の届きやすい価格で提供するとい

な性能をもった電気自動車をユーザー

が吊り上がっていくよりも、必要十分

級志向、高付加価値志向によって価格

日本の自動車メーカーのように、高

るのだ。

デル３』を凌ぐ勢いで人気を博してい

り、石炭が燃焼した後に残る大量の灰

害物質が発生し、大気汚染の原因とな

素酸化物、硫黄酸化物、水銀などの有

まっている。石炭を燃焼させると、窒

を縮小したり停止したりする動きが強

閉鎖するなど、近年では石炭の利用

でに国内の石炭火力発電所のすべてを

きた石炭だが、ドイツは２０３８年ま

にわたり人類の必需品として活躍して

になってしまっている。２００年以上

とともに気候変動の最大の敵役のよう

題から徐々に出番が減り、今では石油

る。しかし地球温暖化や煤煙などの問

動力となったのはご承知のとおりであ

れたことがきっかけで、産業革命の原

ところ増加傾向にあることも事実だ。

性もあることから石炭火力発電は今の

力発電には国内経済を守るという必然

まで膨大な雇用を抱えており、石炭火

の石炭生産国であり、採掘から発電所

石油純輸入国であるが、他方世界最大

の大半を輸入に頼っている世界最大の

ところが中国は国内で消費する石油

あるのだ。

相対的に高価なエネルギーとなりつつ

が下落の一途をたどっており、石炭は

記録したように、近年では石油の価格

の先物価格が史上初のマイナス価格を

われてきたが、２０２０年４月に原油

それでも安価な燃料として石炭が使

ろ う。 そ う な っ た 時 に 肝 心 な の は、

なにがしか〝電気じかけ〟になるだ

い時期に路上を走る乗用車の大半は

高になることを考えると、かなり早

年以上経過した自家用車の税金が割

ＨＶになるという。しかも生産後

売される新車がすべてＥＶもしくは

の方針として２０３０年代半ばに販

８月末現在）となっている。菅政権

８２１６万６９５９台（２０２０年

車検査登録情報協会の資料によれば

る 保 有 台 数 は、 一 般 財 団 法 人 自 動

人に１台普及している。日本におけ

１ ０ ０ ０ 人 当 た り １ ８ ８ 台、 ５・３

台（ ２ ０ １ ８ 年 ） と な り、 人 口

その莫大な電源の出処である。

これは日本だけの問題ではない。急

に石炭は非常

に前出のよう

用していくことが必要と説明してい

しい日本にとって、石炭を一定程度活

安定供給が可能なエネルギー資源に乏

は、自動車の〝電化〟はその電源とな

料に依存する傾向のある国々において

だが、中国や日本などまだまだ化石燃

ルギーにシフトしている欧州などは別

速に自然エネルギー、再生可能エネ

に多くの炭素

る。

さらに日本の資源エネルギー庁も、

13
を 排 出 す る。

からだ。さら

電気自動車の普及には電源が不可欠

も大きな問題

発展し、エンジンと駆動部分と、人の
乗るスペースと荷物を積むスペースを
確保することが原則だった自動車を見
直すには、電気自動車へのシフトは格
好のチャンスなのではないだろうか。

石炭火力発電の問題点
古代ギリシアで鍛冶屋の燃料に石炭

となっている

るのかもしれない。そもそも馬車から

14

炭素だけでな

により二酸化

石炭火力発電

ある。

石炭への依存度は決して低くないので

つまり、日本も中国も発電における

るべきではないだろう。

カーボンニュートラルを抜きに語られ

る電気を供給する〝発電〟の脱炭素、

火力発電所
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が使われたという記録が残っている
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