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２０１８年は走行距離の延伸によりＥＶ市場が大幅に拡大

ＨＶ、ＰＨＶ、ＥＶの世界市場（新車販売台数）を調査
―２０３５年世界市場予測（２０１８年比）― ※乗用車・新車販売台数
■ＨＶ
７８５万台（３.４倍）〜日本を中心に需要堅調、ＡＳＥＡＮ・東アジアでも伸びる〜
■ＰＨＶ １,１０３万台（１７.８倍）〜中国や欧州を軸に拡大し１,０００万台を超える市場に〜
■ＥＶ ２,２０２万台（１６.９倍）〜２０２１年にはＨＶ市場を上回り、環境自動車の中心に〜
総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済
（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03‑3664‑5811）
は、各国の環境政策への対応や走行距離の延伸などの技術改良により順調に需要が増えているＨＶ（ハイブリッド
自動車）
、ＰＨＶ（プラグインハイブリッド自動車）
、ＥＶ（電気自動車）の世界市場について調査した。
その結果を「２０１９年版 ＨＥＶ，ＥＶ関連市場徹底分析調査」にまとめた。
この調査では、ＨＶ、ＰＨＶ、ＥＶの各市場、加えてそれらの関連部品の市場について現状を調査し、将来を予
想した。同様にＦＣＶ、４８ＶマイルドＨＶの市場についても整理するとともに、日本、海外の自動車メーカーの
環境自動車への取り組みについてもまとめている。
※トラック、バス、超小型モビリティを除く。また、ＨＶは４８ＶマイルドＨＶを含まない

＜調査結果の概要＞
■ＨＶ、ＰＨＶ、ＥＶの世界市場

※乗用車・新車販売台数
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現状はＨＶが先行して普及しており、市場は年間２００万台を超えている。ＰＨＶ市場も中国を中心に堅調に拡
大している。ＥＶ市場は２０１８年に大幅に拡大した。世界的な環境規制の強化、それに伴うＥＶ普及政策の本格
化、また、走行距離を４００ｋｍに延伸した車種が本格展開されたことなどが要因である。
ＨＶ、ＰＨＶ、ＥＶを合計すると２０１８年の市場は２０１７年比３１.２％増の４２５万台となった。長期的
にはＥＶを中心に市場拡大が予想され、２０３５年には４,０００万台を超えるとみられる。
エリア別にみると、市場拡大をけん引しているのは中国である。ＥＶを中心にＨＶ、ＰＨＶも伸びており、２０

１８年の中国市場は合計で１３１万台となった。今後はＥＶの伸びがさらに加速するとみられ、２０３５年にはＥ
Ｖのみで１,０５６万台が予測される。
日本はＨＶが９０％以上を占める。大手日本メーカーが積極的にＨＶを展開していることが大きな要因である。
今後、ＥＶやＰＨＶも堅調に伸びるが、ＨＶ中心の構図が続くとみられる。
欧州は現状、ＨＶの普及が先行しているが、欧州メーカーがＥＶに注力していることもあり、２０２１年頃から
ＥＶが急速に普及するとみられる。長期的には、ＥＶやＰＨＶは堅調に伸びるが、ＨＶは伸び悩むと予想される。
北米もＨＶの普及が先行しているが、
２０１８年はＥＶが大きく伸び２０１７年比２.４倍の２６万台となった。
当面はＨＶが中心であるが、長期的にはＥＶの伸びが北米市場をけん引するとみられる。ＰＨＶも２０２５年には
１００万台に近づくと予想される。
ＡＳＥＡＮ・東アジアは他エリアと比べるとまだ市場は小規模であるが、今後の拡大が期待されるエリアであ
る。２０３５年にはＨＶは２００万台に迫り、ＰＨＶやＥＶも５０万台前後になると予想される。
■ＨＶの世界市場
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日本
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２０１８年の市場は２３３万台となった。日本が４０％以上を占めており、欧州、北米と続く。
日本では日本車の多くの車種にＨＶが設定されており伸びてきたが、２０１８年はやや伸び悩んだ。今後は、大
手日本メーカーのＨＶが、内燃車との価格差がさらに縮まることによって新たなユーザーを取り込み、緩やかに需
要が増加していくと予想される。欧州ではＨＶを新たに投入するメーカーもみられ、需要は堅調に増えている。北
米では２０１８年は低調だったが、燃費規制への対応策として米国を中心に堅調な需要が期待される。中国では日
本車を中心に、高出力や静穏性（特に夜間の駐車時）などがユーザーに受け入れられ需要が増えている。また、Ａ
ＳＥＡＮ・東アジアでも需要が増えており、インドネシアや韓国などを中心に２０３５年は２００万台弱が予測さ
れる。
長期的にみると、欧州や中国ではそれらの地域で積極的に展開するメーカーがＥＶやＰＨＶ、４８ＶマイルドＨ
Ｖに軸足を置いており、ＨＶを本格的に展開するメーカーは限定的になるため、他の環境自動車と比べて伸びは小
幅になるとみられる。そのため、２０３５年の市場は７８５万台にとどまると予測される。
■ＰＨＶの世界市場
全体
中国
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２０１８年の市場は６２万台となった。２０１７年比２.３倍の２８万台と大きく伸びた中国をはじめ、多くの
エリアで需要が増えている。ＰＨＶのラインアップ拡充に努めてきたメーカーの中には、年間販売台数が１０万台
を突破するケースもみられ、１車種あたりの販売台数も堅調に増えている。
エリア別にみると、政府による環境規制やＰＨＶに対するインセンティブ政策が大きい中国や欧州の構成比が
高まっている。ＨＶの需要が高い日本では、日本メーカーのＰＨＶに対する注力度がやや低いこともあり、２０１
８年のＰＨＶ需要は低迷した。
今後も多くのメーカーがＰＨＶ車種の投入を進めるとみられ、中国や欧州を中心に市場拡大が予想される。しか
し、ＰＨＶはＥＶやＨＶと比べて部品数が多くコストダウンが難しいため、ＥＶと比較するとＰＨＶの市場拡大の
ペースは緩やかになるとみられる。
■ＥＶの世界市場
全体
中国

２０１８年
１３０万台
７７万台

２０３５年予測
２,２０２万台
１,０５６万台

２０１８年比
１６.９倍
１３.７倍
※中国は全体の内数

２０１８年の市場は大幅に拡大し、２０１７年比７１.１％増の１３０万台となった。各国政府による環境規制
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や購入時のインセンティブ政策などに加え、走行距離を４００ｋｍに延伸した車種が登場したことにより、販売台
数が伸びたことが大きな要因である。欧州や中国では購入時のインセンティブが縮小しているものの、走行距離の
延伸により内燃車同様の使用が可能になることが、ユーザーの購入を後押ししたとみられる。
今後もバッテリー密度の向上に伴う走行距離のさらなる延伸、量産効果によるＥＶ部品や材料価格の低下、ＥＶ
車種の増加などにより市場は順調に拡大し、２０３５年には２,２０２万台が予測される。特に中国やドイツの自
動車メーカーが積極的にＥＶを展開しているため、中国と欧州が市場拡大をけん引するとみられる。一方、メーカ
ー／系列販売店におけるＥＶ事業の低収益性、インドなどの新興国での電力供給や充電インフラの整備などが現
状の課題であり、それらへの対応が求められている。
＜調査対象＞
【対象品目】
・ＨＶ
・ＰＨＶ
・ＥＶ
・モーター・ジェネレーター
・インバーター
・ＤＣ−ＤＣコンバーター
・パワー素子（パワーデバイス）
・平滑コンデンサー
・電動車用暖房機構
・電流センサー
【自動車メーカー事例】

自動車
・ＦＣＶ
・４８ＶマイルドＨＶ
・電動トラック・バス
ＨＶ、ＰＨＶ、ＥＶ、ＦＣＶ関連部品
・駆動用バッテリー
（ニッケル水素電池・リチウムイオン電池）
・駆動用バッテリー
（全固体リチウムイオン電池）
・車載充電器
・マネジメントＥＣＵ
・高電圧ケーブル

・内燃車

・燃料電池（ＦＣスタック）
・水素タンク
・急速充電器
・普通充電器
・ワイヤレス給電システム

日本メーカー
・トヨタ自動車
・日産自動車
・本田技研工業
・スズキ
・Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍｏｔｏｒｓ
・Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ
・Hyundai Motor／Kia Motors
・Ｆｏｒｄ Ｍｏｔｏｒ
・Ｇｒｏｕｐｅ ＰＳＡ
＜調査方法＞

・マツダ
・三菱自動車工業
・ＳＵＢＡＲＵ
・いすゞ自動車
海外メーカー
・Ｒｅｎａｕｌｔ
・Fiat Chrysler Automobiles
・Ｄａｉｍｌｅｒ
・Bayerische Motoren Werke
・Ｔｅｓｌａ

・日野自動車
・三菱ふそうトラック・バス

・吉利汽車／Ｖｏｌｖｏ Ｃａｒ
・比亜迪汽車（ＢＹＤ Ａｕｔｏ）
・北京汽車（ＢＡＩＣ）
・上海蔚来汽車（ＮＩＯ）
・小鵬汽車（Ｘｐｅｎｇ Ｍｏｔｏｒｓ）

富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データベ
ースを併用
＜調査期間＞
２０１９年１月〜４月
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