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自動車パワートレインの電動化
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１． 自動車のパワートレインの電動化は 18 年に、電気自動車(バッテリーEV＝BEV) とハイ
４
ブリッド車(HV) を中心に世界的に加速するとみるが、地域によってパワートレイン電
５
動化の進み方は異なる。政府の政策、自動車の利用パターン、世帯当たりの保有台数、
６
充電インフラ、燃料や電気への課税などの要因によって差が出てくる。また、温室効果
７
ガスの排出削減が BEV 化推進の主たる狙いであるなら、車両のライフサイクル、つま
８
り製造から廃車を含めたすべての工程で排出される温室効果ガスを考慮するのが理想
９
だろう。
10
11
２．中国では政府の強い後押しがあるため BEV の普及が世界で最も速く進むだろう。中国
12
政府の自動車産業を巡る政策は、エネルギーセキュリティの確保を念頭に置いたもので
13
ある。内燃機関技術では世界の完成車メーカーが大きくリードしているが、まだ新しい
14
技術分野である BEV においては中国メーカーが技術優位に立つチャンスがある、とい
15
う期待もある。ただ、BEV 政策を生産台数に基づくものにすることで消費者のニーズは
16
無視されかねない。政府の BEV 規制を遵守できても、自動車の買い手が広く BEV を好
むようにならない限り、メーカーの採算が犠牲になってしまうだろう。
３．CO2 排出規制の厳しい欧州では、消費者に好まれて HV の需要が盛り上がっている。
路上での排ガス規制厳格化によってディーゼル車の開発・生産コストが増加するなか、
多くの自動車メーカーがディーゼル車の開発に充てる資源を縮小し、代わりに HV や
BEV への投資を強化し始めた。欧州の排出規制が厳格化される方向に向かっていること
は確かであり、自動車メーカーはパワートレインの電動化を一段と加速させるだろう。
４．現在の自動車用リチウムイオン電池技術は高度化しており、少なくとも今後 5 年間は
BEV を支える主流技術であり続けよう。その後は、全固体電池などの次世代電池に徐々
に取って代わられると我々は考える。
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Ⅰ. パワートレインの電動化：18 年以降の展
望
自動車のパワートレインの電動化は 18 年に、電気自動車(バッテリーEV=BEV)
とハイブリッド車(HV) を中心に世界的に加速するとみるが、地域によってその
進み方は異なる。政府の政策、自動車の利用パターン、世帯当たりの保有台数、
充電インフラ、燃料や電気への課税などの要因によって差が出てくる。例えば、
中国では政府の強い後押しがあるため BEV の普及が世界で最も速く進むだろ
う。一方、CO2 排出規制の厳しい欧州では、消費者に好まれて HV の需要が盛
り上がっている。また、リチウムイオン電池技術が高度化しており、次世代の
電池技術(全固体電池など)にシフトするまで、少なくとも今後 5 年間は BEV を
支える主流技術であり続けよう。

1. 18 年は BEV と HV を中心にパワートレインの電動化が進もう
Volkswagen (フォルクスワーゲン、VW)の排ガス不正問題が明るみに出た 15
年終盤以降、世界の自動車業界におけるパワートレイン電動化は加速の一途を
たどっている。BEV や HV への需要のシフトは 18 年だけでなく、それ以降も
続くだろう。BEV の世界販売台数は 17 年の 93.5 万台から 18 年には 148 万台
へ拡大し、長期的に普及が進んで 30 年には 2,194 万台に達するだろう(図表 1
～2)。同様に、HV は 17 年の 225 万台から 18 年には 280 万台、30 年には
2,647 万台に達するだろう。世界新車販売に占める比率は BEV が 17 年の 1.0%
から 18 年には 1.5%へ高まり、30 年には 17%程度になるだろう。HV は 17 年
の 2.3%から 18 年に 2.8%へ高まり、30 年には 21%程度になるだろう。
プラグインハイブリッド車(PHEV)は HV と BEV の間を埋める移行技術である。
当初は需要が拡大するものの、高コストのパワートレイン技術であるため BEV
の航続距離が十分に伸びてくるであろう 20 年代終盤から市場シェアが縮小に
転じる公算が大きい。販売台数は 17 年の 40.4 万台(全体の 0.4%)から、18 年
は 64.3 万台(同 0.7%)へ増加し、30 年には 613 万台(同 4.9%)になると予想する。

図表 1: 世界の新車販売に占める次世代パワートレイン比率
HV (ハイブリッド車)、BEV (電気自動車)、PHEV (プラグイ
ン HV)、FCV (燃料電池車)
40%

図表 2: 世界の次世代パワートレイン車の販売台数
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出所: Fourin、日本自動車工業会(JAMA)、Marklines、欧州環境局
(EEA)、国際クリーン交通委員会(ICCT)、Ward's、Autodata、野村予想
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出所: Fourin、JAMA、Marklines、EEA、ICCT、Ward's、Autodata、野村
予想
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2. 完成車メーカーの計画からも電動化重視の姿勢が窺える
17 年に入ってから、完成車メーカーによる電動化関連の発表が明らかに増えた
(図表 3)。Volvo (ボルボ)は 7 月に、19 年以降に投入する新型車について提供す
るパワートレインオプションは電動のもののみ(BEV、HV、PHEV)とすること
を発表した。つまり、内燃機関のみによるモデルは提供しない。同社は更に、
25 年までに電動パワートレイン車の累計販売台数を 100 万台とする目標を掲
げ、20 年までに全体に占める割合を 10%へ高めるとした(Marklines によれば
16 年は 2～3%)。
電動パワートレインにおける先駆者であるトヨタ自動車では 17 年 1 月に HV
の販売台数が 1997 年の発売開始からの累計で 1,000 万台を突破した。なお、
同社の 17 年の販売台数のうち 15% (152 万台)が HV だった。
VW は 17 年 9 月のフランクフルト自動車ショーにおいて、25 年までに電動パ
ワートレイン車を 80 モデル投入するとの計画を発表した(うち 50 モデルは
BEV、30 モデルは PHEV)。加えて、傘下ブランドの既存モデル(300 程度ある)
についても 30 年までに電動パワートレインのオプションを提供するという。
今後の市場動向次第だとしながらも、25 年までに年間 300 万台の BEV を販売
する計画だとした。その一方で、内燃機関車の改良に向けた投資も続ける。内
燃機関車は、排ガスゼロの世界が実現するまでは重要な役割を果たすとの考え
がその根底にある。
General Motors Company (ゼネラルモーターズ・カンパニー、GM)は 17 年 10
月に、水素による燃料電池車(FCV)の開発を続ける一方で、23 年までに BEV
を 20 モデル投入する計画を明らかにした。その後 11 月には、26 年までに世
界で累計 100 万台の BEV を販売する目標を掲げた。同社の中国事業は 4 月に、
Buick、Cadillac、並びに Chevrolet のブランドの新エネルギー車(NEV)の販売
台数を 20 年までに 15 万台、25 年までに 50 万台とする計画を明らかにしてい
る(現地ブランドの Baojun (宝駿)を除く)。
中国の Chongqing Changan Automobile (重慶長安汽車)は 17 年 10 月、内燃機
関車の販売を 25 年までに終了するとの強気な計画を発表した。NEV に 1,000
億元(150 億ドル)を超える投資を行うとのことだ。同社は中国国内で 17 年に
177 万台を販売(海外ブランド除く)しており、うち NEV は 3%程度であった。
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図表 3: 主要完成車メーカーの電動化技術に関する発表
メーカー

計画

General Motors

• 23 年までに BEV を 20 モデル投入、うち 2 モデルは 18 ヶ月以内に投入（17 年 10 月発表）
• 燃料電池車の開発を継続
• 21 年までに BEV を黒字化
• BEV の世界での年間販売台数を 26 年までに 100 万台に乗せる
• 中国では、新エネルギー車の販売台数を 20 年までに 15 万台、25 年までに 50 万台とする(Baojun 除く)

Ford

BMW

Daimler

Volkswagen

トヨタ自動車

日産自動車

• 22 年までに電動化された新型車を 40 車種（うち 16 車種は BEV)投入すると発表。
• 電動化投資は 15 年～22 年で 110 億ドル
• 航続距離が 300 マイル超の SUV を 20 年までに実現
• F-150 のハイブリッドモデルをディアボーンのトラック組み立て工場で製造、20 年までに投入
• 商用バンタイプの Transit Custom の PHEV モデルを 19 年に欧州で発売
• 中国の Zotye と合弁を設立し新しい中国現地ブランドで BEV を投入する覚書を締結
• 25 年までに中国での販売車種の少なくとも 70％には電動化パワートレインを設定
• 17 年に 10 万台の電動化車両の販売を計画
• 19 年末までに電動化車両の累計販売を 50 万台以上に拡大
• 25 年の販売の 15%～25%を電動化車両とする計画
• 25 年までに 25 車種の電動化車両を投入する計画で、そのうち 12 車種が BEV
• 22 年までに EQ ブランドから BEV を 10 モデル以上投入
• EQ ブランドの BEV の第 1 弾は SUV で、航続距離は 500km。20 年までに発売
• 25 年までに生産台数の 15～25%を BEV とする
• PHEV や 48V のマイルド HV の開発も継続
• 17 年に、20 年までに北京汽車と共同で 7 億ユーロを BEV とバッテリーに投資すると発表
• 18 年に北京汽車と共同で BEV を含む乗用車用第 2 工場に 15 億ユーロ投資すると発表
• 25 年までに電動パワートレイン車を 80 モデル以上投入
• 内訳は BEV が 50 程度、PHEV が 30 程度
• 25 年までに BEV の年間販売台数を 100 万台～300 万台とする
• 2 種類の BEV 専用車台を新たに開発、200 億ユーロを投じる
• 500 億ユーロ相当のバッテリーをサプライヤーに発注
• このうち、200 億ユーロ相当が欧州と中国生産の車両向けに発注された（18 年 3 月発表）
• 北米生産車のバッテリー発注については今後発表
• 中国では、2～3 年のうちに NEV を 15 モデル投入、25 年までに追加で 20 モデル以上投入
• BEV を生産できる工場は 18 年 2 月 3 拠点、2 年後に 12 拠点、22 年末に 16 拠点に拡大
• 30 年に電動化車両の年間販売台数を 550 万台に拡大
• 550 万台のうち 100 万台は BEV/FCV
• 25 年までにすべてのトヨタ、レクサス車は少なくとも一つの電動化パワートレインを設定
• 20 年代の早期に BEV を 10 車種に拡大、まず中国に投入し、その後インド、米国、EU に投入
• FCV のラインナップは 20 年代に乗用車、商用車ともに拡大する
• 17 年末までに累計で 1,100 万台以上の電動車両を販売
• 20 年代前半に全固体電池を商品化
• パナソニックと角型の自動車用電池で協業し他社にも販売
• 18 年～30 年で自動車用電池の開発と設備投資に 1.5 兆円の投資を計画
• マツダ、デンソーと提携し BEV の基本構想を共同で技術開発
• インドでスズキと相互に HV を供給することで基本合意
• 20 年頃にインドでスズキと BEV を投入する覚書を締結
• 22 年度までに BEV と e-POWER の販売台数を 100 万台に拡大
• 既に発売中の 2 車種に加え、22 年度までに 8 車種の BEV を投入
• インフィニティは 22 年に車種の 25％、25 年には全車種に電動化車両を設定
• インフィニティは 25 年に世界販売の 50％以上を電動化車両にする目標
• 東風日産(DFL)の目標は 22 年までに BEV と e-POWER 搭載の電動車を 20 車種投入
• DFL は 18 年、19 年に新型の BEV を 6 車種投入予定
• BEV と e-POWER 搭載の電動車は 22 年までに DFL の 260 万台の販売の 30％以上を占める
• 中国では最先端の電動化車両の部品を現地化生産して投入する

注: 代表例で全てを網羅しているわけではない
出所: 会社資料、各種報道より野村作成
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3. 各国政府から BEV 関連の動きが相次いだ
完成車メーカーだけではなく、各国政府や政府系機関も 17 年に入り BEV 関連
の政策を相次ぎ発表した。フランスの環境相は 7 月、40 年までにディーゼル車
とガソリン車の販売を禁止することを発表した。その数週間後に英国の環境相
も同様の発表を行った。オランダ政府は 30 年までに新車販売をゼロエミッシ
ョン車に限定する計画である。インドの政府系シンクタンク、インド行政委員
会(NITI Aayog)は副次官による公式ブログの投稿で、30 年までに電気を動力と
する車両のみを販売することを目指すと述べた(その後撤回)。中国の工業情報
化部(MIIT)は 9 月、ゼロエミッション車(ZEV)のクレジット制度(炭素排出量に
クレジット＝枠を設け、それを翌年に持ち越したり企業間で売買したりできる
制度)を 19 年より導入すると発表した。完成車メーカーは炭素排出量がゼロ、
もしくは低い車両の生産に応じてクレジットを獲得できるが、このクレジット
の最低所要量が 19 年は生産台数の 10%相当、20 年は 12%相当とされる(それ
以降については追って公表)。なお、最低所要のパーセンテージは生産台数では
なくクレジットの割合である。クレジットはバッテリー走行の航続距離に応じ
て付与されるものであり、車種によって異なる(図表 8)。
各国政府が厳格な排出規制を敷くなか、米国政府はむしろ環境規制の緩和に動
いている。米国環境保護庁(EPA)は 22 年～25 年モデルの企業平均燃費(CAFE)
基準について、従来基準より緩和しようとしている。また、16 年 12 月に法律
が成立したものの施行が保留となっている CAFE 基準の罰金引き上げの見直し
についても、罰金の引き上げが保留されている。CAFE を満たさない企業に課
される罰金について、19 年モデルから現状の 1 マイル/ガロンにつき 55 ドル
(70 年代から変わっていない)から 140 ドルへ引き上げるとされていた。国家道
路交通安全局(NHTSA)は罰金の引き上げ幅の圧縮に動いている。なお、罰金の
引き上げが遅れていることについて、17 年 9 月にカリフォルニアやニューヨー
クを含む 5 州が連邦政府を提訴している。これとは別の動きとして、
Bloomberg が 17 年 9 月に報じたところでは、カリフォルニア州大気資源局の
局長が、時期については明言しなかったものの、内燃機関車を禁止することに
関心があると述べている。
内燃機関車を槍玉に挙げる政府は大気汚染対策を主な狙いとしている可能性
中国を例外として、多くの政府/政府系機関の発表は PR 効果を狙ったものだと
いう印象を受ける。具体的な法律として定める段階には至っておらず、したが
って後から政策目標を変更することも可能だからだ。英国とフランスが内燃機
関車の禁止へと舵を切った主な理由は、都市部の大気汚染への対策、つまり窒
素酸化物(NOx)と粒子状物質(PM)を減らすことである。これは都市部でディー
ゼル車を禁止するだけで達成できるため、BEV が消費者にとって経済的メリッ
トがあり、かつメーカーが収益面で持続可能でない限り、両国がそれ以降(大気
汚染の改善後)もその普及を後押しするかは不明である。
中国はこの点では一線を画しているといえよう。同国の NEV 政策はエネルギ
ーセキュリティの確保や国としての産業政策を考慮したものである。

5

財界観測

2018.4.25

4. 「クリーン」な電源の構成比が高い国以外は HV の方が適当
温室効果ガスの排出削減が主たる狙いであるなら、BEV の普及推進以外にも手
段はあり、BEV が最適なソリューションとも限らない。BEV には排気管がな
いが、より上流、つまり発電の際に温室効果ガスを排出する。自動車関連の規
制の多くは(欧州の 21 年の CO2 排出削減目標や米国の CAFE 基準を含む)、
BEV はゼロエミッションであるという前提を置いて、完成車メーカーが基準を
遵守できているかどうかを判断している。自動車業界も投資家も、メーカー各
社が各国政府の規制を守ることができるかに注目しがちだが、真の狙いが地球
温暖化対策であるなら、車両の走行によって排出される温室効果ガスだけでは
なく、燃料の採掘から精製、発電のプロセスにおいて発生するものも削減する
必要がある。理想を追求するなら、車両のライフサイクル、つまり製造から廃
車を含めたすべての工程で排出される温室効果ガスを考慮できればなお良いだ
ろう(図表 4)。

図表 4: 燃料採掘から車両走行まで

出所: マツダより野村作成

発電に伴う排出係数(kWh 当たりの CO2 相当の排出量を kg で表した値)は国に
よって異なる(図表 5)。化石燃料による発電がわずか 5%となっているフランス
では 0.03 しかなく、カナダが 0.15 とフランスに次いで低い。一方、中国とイ
ンドは石炭への依存度が高く、排出係数は順に 0.66、0.81 と高くなっている。
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図表 5: 国別の電源構成と排出係数
14 年末時点
石炭

石油

天然ガス

原子力

水力

排出係数
(kg-CO2/kWh)

再生可能エネルギー

フランス

0.03

カナダ

0.15

イタリア

0.34

英国

0.39

ドイツ

0.45

米国

0.48

日本

0.51

中国

0.66

インド

0.81
0
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60
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(%)

出所: 電気事業低炭素社会協議会より野村作成

米環境保護庁の航続距離と燃費に関するデータによると、日産リーフの燃費は
0.167 kWh/km で、トヨタプリウスは 0.042 L/km である。日本の環境省による
と、内燃機関のみを動力とする車両から排出される CO2 はガソリン 1L 当たり
2,322g である。このデータに基づくと、プリウスは km 当たり 98g の CO2 を
排出する(これに、ガソリンの精製等によって排出される分が 15%程度加わる)。
リーフの場合は、走行する国の電源構成によって大きく変わってくる。例えば、
フランスでは km 当たりわずか 5g だが、カナダでは 25g、米国では 80g、中国
では 110g、インドでは 135g、といった具合である。つまり、排出係数の高い
インドなどでは、BEV ではなく HV の方が、温室効果ガスの排出削減という目
的では適当だといえる。
自動車産業で新技術を導入するのにかかる時間と比べると、一国の電源構成を
変えることの方が圧倒的に長い時間を要する。インド政府の BEV 政策が、温
室効果ガスの排出を削減するのが狙いであるなら、発電設備を CO2 の排出量
の少ないものに切り替えることも同時に必要である。
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Ⅱ. 中国の NEV 政策：アメからムチへ
中国政府が NEV の普及を後押しするために当初導入したのは補助金制度と主
要都市における自動車ナンバー規制であったが、ここへきて財政への負担とな
っていた補助金を段階的に廃止し、ZEV のクレジット制度を導入している。つ
まり、NEV を販売する負担をメーカーが背負うことになる。中国の ZEV クレ
ジット制度は、主要市場の電動化政策の中でメーカーへの負担が最も大きいも
のだと我々はみている。クレジットは航続距離に応じて付与されるため車両ご
とに異なるが(図表 8)、メーカーは 19 年/20 年に少なくとも生産台数の
10%/12%に相当するクレジットを取得する必要がある。中国で 17 年に販売さ
れた BEV/PHEV は全体の 2.7%であったが、18 年に 3.6%、20 年に 6.3％に拡
大すると予想する。

図表 6: 中国の次世代パワートレイン車の販売台数

図表 7: 中国の新車販売に占める次世代パワートレイン比率

('000 units)

40%

20,000

中国HV

中国 FCV

中国 PHEV
16,000

中国 BEV
30%
中国 PHEV

中国 BEV
中国 FCV

12,000
中国HV

20%

8,000
10%

4,000

0

出所: Fourin、Marklines、野村予想

0%

出所: Fourin、Marklines、野村予想

中国のクレジット制度：負担は予想されたほど大きくない
17 年 9 月に企業平均燃費(CAFC)と ZEV という 2 つのクレジット制度が発表さ
れ、中国の新エネルギー車メーカーへの関心が再び高まっている。これらの制
度の対象は年間の生産及び輸入台数が 3 万台を超えるメーカーで、中国市場に
参加しているメーカーの 9 割が該当する(従来 5 万台、75%)。運用開始は 18 年
4 月だが、19 年までは ZEV クレジットが十分であるかのみ判定され、20 年に
は 19 年との合計で基準に達しなければ罰則が科される。罰則も含めて 18 年に
運用開始とされていた従来案と比べればメーカーへの負担は小さいといえよう。
ただし、内燃機関車の生産台数に占めるクレジットの割合は 19 年に 10%、20
年に 12%とすることが求められる点は従来案から変わっていない。
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図表 8: BEV の炭素クレジット

図表 9: 航続距離別の BEV の登録台数内訳 (16 年)

ZEV クレジット＝ [航続距離(km)×0.012＋0.8]

自動車保険の登録情報に基づく
350km超
9%

(クレジット)
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20%
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65%

1.0
0.0
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100

150

200

300

350
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出所: ThinkerCar より野村作成

出所: MIIT、野村予想

業界全体では 20 年にクレジット余剰に、しかしメーカー別ではまちまち
20 年に求められるクレジットが内燃機関車の 12%相当であることから試算す
ると、中国の自動車業界全体で約 300 万単位のクレジットが必要となる。これ
に対し、我々の卸売/生産台数予想は BEV が 155 万台、PHEV が 22 万台で、ク
レジットにすると約 380 万単位に相当する。つまり業界全体としてみれば十分
な余剰となるだろう。しかし個別に見ると、不足するメーカーもあれば、大幅
な余剰となるメーカーもありそうだ。したがってメーカー同士のクレジットの
売買も行われるとみる。クレジット不足を回避するための戦略として、合弁事
業を立ち上げたり、中国メーカーと提携関係を結んだりする(出資比率を 25%
以上とする)事例も出てくるだろう。こうした戦略をとることでクレジットを安
定的に、かつ低コストで確保できる。VW や Ford (フォード)が急に、あまり知
名度の高くない中国 NEV メーカーと手を組み始めたのもこのためだろう。
18 年に補助金制度変更：弱小メーカーが淘汰されるか
中国政府は 17 年に中央政府レベルと地方政府レベルを合わせた補助金の額を
16 年比で 40%も削減した(図表 10)。加えて、地方政府が支給する補助金は中
央政府のそれの 50%を超えてはならないとされた(従来は 100%が上限)。補助
金の不正利用への対策であるが、削減後でも支給額は BEV 1 台につき最大 6.6
万元(1 万ドル)とまだかなり多い印象だ。政府の当初案では次の補助金削減は
19 年とされていたが、18 年 2 月に補助金制度の変更が発表された。18 年の変
更は、航続距離の長さ(図表 11)や電池のエネルギー密度の向上など優れた技術
の開発を促す狙いがある。こうした制度変更により、弱小メーカーへの補助金
が減額あるいは廃止される一方、BYD のように性能の高い車種を開発できるメ
ーカーには追い風となろう。
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図表 10: 中国における新エネルギー車補助金制度の変更 (16～17 年)

航続距離 (電気のみ、 km)
バッ テ リーEV
100～150
150～250
250～
PHEV
50～

16年補助金 (千元)
中央
地方
合計

17年補助金 (千元)
中央
地方
合計

削減額 (千元)
中央
地方

合計

中央

削減幅
地方

合計

25
45
55

25
45
55

50
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20
36
44

10
18
22

30
54
66

5
9
11

15
27
33

20
36
44

-20.0%
-20.0%
-20.0%

-60.0%
-60.0%
-60.0%

-40.0%
-40.0%
-40.0%

30
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24

12

36

6

18

24

-20.0%

-60.0%

-40.0%

削減額 (千元)
中央
地方
合計
-9
-5
-14
-20
-10
-30
-21
-11
-32
-12
-6
-18
-10
-5
-15
1
1
2
6
3
9

中央
-25%
-100%
-58%
-33%
-23%
2%
14%

削減幅
地方
-25%
-100%
-58%
-33%
-23%
2%
14%

合計
-25%
-100%
-58%
-33%
-23%
2%
14%

-8%

-8%

-8%

出所: MIIT、国家発展改革委員会(NDRC)より野村作成

図表 11: 中国における新エネルギー車補助金制度の変更 (17～18 年)

航続距離 (電気のみ、km)
バッテリーEV平均
100～150
150～200
200～250
250～300
300～350
400～
PHEV
50～

17年補助金 (千元)
中央
地方
合計
37
19
56
20
10
30
36
18
54
36
18
54
44
22
66
44
22
66
44
22
66
24

12

36

18年補助金 (千元)
中央
地方
合計
28
14
42
0
0
0
15
8
23
24
12
36
34
17
51
45
23
68
50
25
75
22

11

33

-2

-1

-3

出所: MIIT、国家発展改革委員会(NDRC)より野村作成

BEV の後押しは長期的にデメリットも
懸念点をいくつか指摘したい。中国政府の自動車産業を巡る政策は、エネルギ
ーセキュリティの確保を念頭に置いたものである。内燃機関技術では世界の完
成車メーカーが大きくリードしているが、まだ新しい技術分野である BEV に
おいては中国メーカーが技術優位に立つチャンスがある、という期待もある。
中国は集権的計画経済であり、政府の自動車産業に対する影響力は大きいが、
NEV 政策を生産台数に基づくものにすることで消費者のニーズが無視されかね
ない。政府の BEV 規制を遵守できても、自動車の買い手が広く BEV を好むよ
うにならない限り、メーカーの採算が犠牲になってしまうだろう。また、中国
メーカーの主戦場は中国市場であり、限られた経営資源を専ら BEV 技術の開
発に振り向けるとすれば(つまり従来型のパワートレイン技術への投資を控える
とすれば)、従来技術においては世界的な完成車メーカーに更なる後れをとるこ
とになる。
政策を策定する側も、政策の有効性について確信がないようだ。というのも、
20 年までしか基準が定められておらず、それ以降の工程表は明らかになってい
ない。米国カリフォルニア州のゼロエミッション車規制(中国の NEV 政策のモ
デルとなった規制)は、18～25 年モデルの車両について 12 年 3 月という早い段
階から策定された。自動車産業は製品開発のサイクルが長く、新モデルの設計
や生産体制整備は発売の 5 年以上前から行われている。政府が長期的に推奨す
る駆動技術について不確実性があると、完成車メーカーは早い段階での対応が
難しく、産業そのものが弱ってしまう。特に中国の自動車市場は低成長期に入
っていることもあって、需要のない製品の供給能力を拡大することは完成車メ
ーカーにとって致命的となる。似たような問題は、中国の鉄鋼産業で過去に起
きている。
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Ⅲ. インド：BEV 市場はまだ揺籃期
インド政府は BEV を推奨しており、今後電動パワートレイン車の普及が進む
と見込まれる。ただ、普及は中期的には商用車(バス、三輪自動車)でより顕著
だろう。個人用での普及はもっと先とみられる。
HV/BEV 生産販売促進プログラム「FAME」
重工業・公営企業省が 15 年 3 月に掲げた「Faster Adoption and Manufacturing
of Hybrid and Electric Vehicles (FAME)」スキームでは、電動のバス/三輪自動
車/乗用車の補助金制度に関する案の提出を複数の州政府に求めた。人口 100 万
人以上の特定の都市につき最大 10.5 億ルピー(1,600 万ドル)の補助金が支給さ
れ、充電設備の設置については 1.5 億ルピー(230 万ドル)が支給される。18 年
3 月までの第 1 段階の財源として 79.5 億ルピー(1.21 億ドル)が確保されている。
BEV の購入にも 13.8 万ルピー(2,100 ドル)の補助金が支給される。
エネルギー効率サービス・リミテッド (EESL)
政府系企業 4 社の合弁による Energy Efficiency Services Limited (エネルギー効
率サービス・リミテッド、EESL)は、BEV 1 万台の調達(価格は税込で 1 台当た
り 112 万ルピー(17,100 ドル))に向けて入札を実施し、18 年 6 月にも調達を完
了する見通しだ。同社は 18 年 3 月に更に 1 万台の調達に向け入札すると発表
した。同社幹部によると、中央政府系機関が所有する車両は 50 万台程度で、
耐用年数が過ぎたものから順に、すべてを BEV に置き換えることとなってい
る。EESL は政府系機関に向け、これらの車両を 6 年間にわたり月 4 万ルピー
(610 ドル)でリースする。
政府は持続可能なビジネスモデルを模索
BEV はコストが比較的高く、補助金の支給にも限度があることから、インド政
府は持続可能なビジネスモデルを模索している。これまでに出ている案として、
電池を装着しない状態で車両を販売し、電池は交換式とするものがある。つま
り、スタンドでは充電する代わりに電池を取り外しフル充電されたものに交換
する。主に商用車、中距離バス、路線バスでの導入が想定されている。大型の
ディーゼル車を BEV に置き換えることができれば、都市部の大気汚染解消に
かなり有効とみられる。
電動三輪自動車
いくつかの大都市では電動の三輪自動車(低出力で航続距離が限られている)が
普及している。1 回の充電で走行できるのは 40～50km 程度で、地下鉄の駅ま
での足として利用されることが多い。鉛蓄電池で動く。電動三輪自動車の保有
台数は約 50 万台で、その多くは中国から組み立てキットとして輸入され国内
で組み立てられたものである。インド国内の完成車メーカーも需要拡大を受け
て自前の製品を投入している。その一例が、Mahindra & Mahindra (マヒンドラ
＆マヒンドラ)の「e-Alfa」である。価格は 11.2 万ルピー(1,700 ドル、デリーの
ショールーム価格)で、鉛蓄電池を 4 個搭載しており、航続距離は 80km 超、フ
ル充電にかかる時間は 8 時間である。
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電動二輪自動車
二輪自動車では、いくつかの新興企業がリチウムイオン電池車を間もなく発売
できる段階まで来ている。利用コストは従来の二輪自動車と大差ない。3～
4kWh の電池パックを搭載し(kWh 当たりのコストは 220 ドル程度)、部品数が
ガソリン車の 250 前後に対し 30 しかなく、保守整備にあまりコストがかから
ない。1 回の充電で 80～100km の走行が可能で、夜間に自宅で充電するのもス
トレスではない。以下に電動二輪自動車を手掛けるメーカーの例を挙げる。
Ather Energy (アテル・エナジー)
いくつかのプライベート・エクイティ・ファンドが Hero Motocorp (ヒーロ
ー・モトコープ)と共同出資した新興企業で、18 年 5～6 月の発売を目指してい
る。初年度の生産台数目標は 1 万台。
Tork Motorcycles (トルク・モーターサイクルズ)
電動二輪自動車の中でも高級セグメントに注力しており、12.5 万ルピー(1,900
ドル)からという価格設定。18 年に発売予定。
Hero Electric (ヒーロー・エレクトリック)
10 年に最初の電動二輪自動車を発売した、この分野の先駆的企業である。ただ、
鉛蓄電池を採用したため航続距離が短く、普及せず、大幅な赤字に転落する結
果となった。しかしそれから状況は改善しているようで、17.3 期の販売台数が
1.5 万台だったのに対し、18.3 期は上期だけで 1.5 万台に上った。リチウムイ
オン電池搭載車を投入し、また電動二輪自動車そのものの知名度が向上したこ
とが販売台数の拡大につながっている。今後は毎年販売台数を倍増させ、20.3
～21.3 期には 10 万台を達成する計画だ。
Twenty Two Motors (22 モーターズ)
電動二輪自動車を手掛けるメーカーの中で最も若い会社である。スマート電気
スクーター「Flow」を 18 年 2 月に発売した。価格は 7.5 万ルピー(1,150 ドル)
で、初年度の販売台数は 5 万台と計画している。約 50 のセンサーで常時デー
タを収集しており、それがクラウド上のサーバーにリアルタイムで蓄積されて
いく。
乗用車
電気乗用車は高価であり、充電設備がまだ十分ではないため、BEV の普及が最
も遅いのはおそらくこのセグメントだろう。まず PHEV が普及し、その後
BEV が徐々に市民権を得るようになるだろう。PHEV と BEV に共通する部品
(モーター、バッテリーコントロールユニット、DC/DC コンバーターなど)もあ
り、スケールメリットが得られるためコストが抑えられる見込みだ。
このセグメントでは Maruti Suzuki(マルチ・スズキ)が一歩リードするとみられ
る。親会社のスズキが東芝(出資比率 40%)、デンソー(同 10%)と共に 120 億ル
ピー(1.83 億ドル)を投じ、リチウムイオン電池工場をインドに建設することを
発表している。その後、スズキはトヨタ自動車との共同発表で 20 年をめどに
インドで BEV を発売し、充電インフラにも投資する計画を明らかにした。ま
た、これとは別に、上場電力会社の JSW Energy (JSW エナジー)は今後 3 年間
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に 350～400 億ルピー(4.58～6.11 億ドル)を投じ、20 年までに自前の BEV を投
入することを含め、新たな関連事業を展開する計画である。
BEV の普及の初期段階では電池価格の高さが課題
インドで乗用車といえば、7,000 ドル前後と低価格の小型車が主流である。経
済の息の長い成長が続き、一人当たり GDP が押し上げられると、それに伴い
消費者の購買力が高まる。30 年まで自動車価格が年率 3%上昇し続けるという
前提で(米ドル建て。現地通貨建てでみたインフレの影響は除外)、主要な価格
帯は 10,300 ドルとなりそうだ。
リチウムイオン電池について見ると、最も楽観的な市場予想では 25 年までに
電池セルのコストが kWh 当たり 75 ドルに落ち着くとされている(17 年予想は
144 ドル)。そこから先はコスト改善がほとんど進まず、したがって 30 年は同
70 ドルと想定する。電池パックのコストは同年に 91 ドル前後となっているだ
ろう(パッケージングの間接費をセルの 3 割程度と想定)。A/B セグメントに求
められる航続距離を実現するのに 65kWh の電池が必要で、kWh 当たり 91 ドル
であるから、電池のコストだけで 5,915 ドルに上る。BEV は税優遇があり(統
一物品サービス税(GST)がガソリン車の 29～43%に対し 12%、道路税がガソリ
ン車の 5～10%に対し 0～10%)、補助金も支給されるため(13.8 万ルピー、
2,100 ドル)、電池コストの負担感はいくらか軽減される。よって BEV は、コ
スト面の改善次第ではあるが、25 年以降に普及が進むと我々は考えている。
エネルギーインフラが充電ニーズを支えられるか
課題は電池のコストの高さだけではない。インドの発電と電力供給の状況を見
ると、ここにも課題があることが分かる。送配電のロス率は 20%を超えており、
15 年の 23%から低下したとはいえ、一般に正常範囲とされる 6～8%よりずい
ぶん高い。理由は技術的な送配電効率の低さと盗電である。こうした異常に高
いロス率は供給信頼度の低下や、電力が供給されているにもかかわらず停電に
なるなどのトラブルにつながる。電圧や周波数が安定せず、消費者は電圧調整
器を使わないと安心して電化製品を使えないような状況で BEV の充電で電力
需要が急拡大すればインドの電力網が悲鳴を上げるだろう。また、インドは熱
帯の国であり雨量が多く、道路が冠水することが頻繁にある。インド向けの
BEV には防水対策を余分に施す必要があるかもしれず、そうなればコストは更
に嵩む。
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Ⅳ. 欧州：HV がディーゼルに取って代わり
つつある
すでに指摘したように、パワートレインの電動化は世界的な傾向ではあるが、
ペースや種類は地域ごとに異なる。政策、運転パターン、1 世帯当たりの保有
台数、給油/充電インフラ、燃料や電気への税金などが異なるためである。主要
地域のうち、17 年に大きな変化が見られたのは欧州である。ディーゼル離れが
進み、HV、BEV、及びガソリン車へのシフトが我々の予想以上のペースで進ん
だ。
16 年の欧州の新車販売におけるディーゼル車比率は 49%と前年比で 3%ポイン
ト下落し、17 年も同 4%ポイント減の 45%に低下した。Automotive Industry
Data(AID)のデータによると、18 年 1～2 月に前年同期比でディーゼル車比率は
8％ポイントも下落しており、ディーゼル離れに拍車がかかっている。このよ
うな状況を踏まえ、我々は 20 年の欧州の新車販売に占めるディーゼル車の割
合は 33%に低下すると予想する。これは、16 年の 49%から 16%ポイント低下
する見通しとなる(図表 14)。我々は、ディーゼル車比率の低下は HV と BEV に
とって追い風であり、パワートレインの電動化で先行するトヨタ自動車や日産
自動車にとって好材料だと考える。
図表 12: 欧州の次世代パワートレイン車の販売台数

図表 13: 欧州の新車販売に占める次世代パワートレイン比率
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出所: Fourin、European Environment Agency、ICCT、野村予想

欧州では、VW の排ガス不正発覚後、ディーゼル車の排気ガスに対する自治体
や消費者の見方が厳しくなっており、ディーゼル車離れが加速している。欧州
ではディーゼル排ガス規制も一段と厳しくなっている。新型車については 17
年 9 月以降、すでに生産されている自動車については 19 年 9 月以降、路上試
験の窒素酸化物(NOx)排出量測定値を台上試験の 2.1 倍までに抑えることが求
められる。さらに、20 年 1 月以降は(すでに生産されている自動車については
21 年 1 月以降)、これを 1.5 倍までに抑えることが求められる。路上試験の窒
素酸化物排出量上限規制を満たさないと、新モデルを発売することができない。
なお欧州連合(EU)は 15 年に VW の排ガス不正が発覚した当時、路上試験の窒
素酸化物排出量は台上試験の平均 4 倍だったとしており、自動車メーカーが乗
り越えるべき壁は非常に高いことがわかる。
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自動車メーカーの多くはディーゼル車の開発を縮小
VW の排ガス不正発覚前には、自動車メーカーの多くは排ガス規制適合のため
に台上試験の基準を満たすことが重要だと考えていたが、近年においては都市
での渋滞などの際に窒素酸化物などの有害物質が実際に排出されているのかど
うかに対する関心が強まっていた。こうした状況が、特に欧州で、ディーゼル
車のソフトウェアが排ガスを不正に操作しているのではないかとの当局の嫌疑
につながった。路上での排ガス規制厳格化によってディーゼル車の開発・生産
コストが増加するなか、多くの自動車メーカーがディーゼル車の開発に充てる
資源を縮小し、代わりに HV や BEV への投資を強化し始めた。
ここで注目したいのが、HV を主な強みとするトヨタ自動車である。同社は 13
年モデルの RAV4 クロスオーバーで、HV、ガソリン、ディーゼルの 3 種類の
パワートレインを提供していた。しかし、17 年発売の C-HR (RAV4 よりもサ
イズは若干小さい)は、HV とガソリン車しか提供していない。C-HR の HV の
売れ行きは好調で、西欧の C-HR 販売台数のうち 8 割以上が HV となっている。
同様に、スズキの Swift も以前はディーゼル車を販売していたが、17 年のフル
モデルチェンジでディーゼル車をなくし、現在はガソリン車だけ(マイルドハイ
ブリッドを含む)となっている。自動車メーカーが HV と BEV の品揃えを増や
し、ディーゼルの品揃えを削ることを考慮すると、今後ディーゼル車の割合は
一段と低下すると見込まれる。

図表 14: 欧州の乗用車販売台数：パワートレイン別構成比
ディーゼル車の割合は 15 年の 52%から 20 年には 33%に低下する見通し
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出所: 欧州環境庁、国際クリーン交通委員会(ICCT)、野村予想
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欧州委員会は 25 年/30 年の二酸化炭素(CO2)排出量の削減強化を提案
17 年 11 月 8 日、EU の規制当局である欧州委員会(EC)は、新車に対する新た
な二酸化炭素排出規制を発表した。これによれば、EU で販売する自動車につ
いて、25 年/30 年の二酸化炭素排出量を 21 年の基準値である 1km 当たり 95g
から 25 年/30 年に 15%/30%削減することを目指す。これを達成するために、
EC はゼロエミッション車(BEV や FCV を含む)や低エミッション車(主に
PHEV)の販売奨励策も提案した。この販売奨励策では、ゼロエミッション車/低
エミッション車の割合が基準を上回る企業に対しては、二酸化炭素排出規制が
軽減される。最終的な規制がどうなるかはまだ決まっていないが、欧州の排出
規制が厳格化される方向に向かっていることは確かだろう。新たな規制が正式
に導入されれば、自動車メーカーはパワートレインの電動化を一段と加速させ
るだろう。
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Ⅴ. 全固体電池がゲームチェンジャーとなり
うる
現在の自動車用リチウムイオン電池技術は向こう 5 年にわたって進化し続ける
とみるが、その後は全固体電池などの次世代電池に徐々に取って代わられると
我々は考える。

図表 15: 全固体電池の特許出願件数内
訳

図表 16: 全固体電池の特許出願数推移

700

900

836 827 800

日本
800

その他
3.0%
欧州 4.4%
韓国
11.8%
米国
10.4%

中国

700

米国

600

韓国

日本
54.0%

487

527

200

酸化物系材料
硫化物系材料

400

高分子材料
300

258
300

調査期間：02～14年（優先権主張年ベース）

500

607

606

400
283

239
206

中国
16.4%

600

738

全世界

500

出願件数
6,498件
(02～14年）

図表 17: 電解質別の特許出願数
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17 年 10 月に開催された東京モーターショーで、トヨタ自動車は 20 年代前半
までに全固体電池を実用化すると発表し、全固体電池を「ゲームチェンジャー
となりうる技術」だとした。我々は全固体電池の実用化は 20 年代後半とみて
いたため、早期実用化はポジティブサプライズだった。
全固体電池がリチウムイオン電池と比べて優れている点は、固体の電解質の発
火リスクが低い(難燃性)ことである。そのため、高電圧や高容量の電極活物質
として使用し電池のエネルギー密度を高めることができる。また充電時間も大
幅に短縮される。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)によると、日
本、中国、米国、韓国の 4 カ国における全固体電池関連の特許出願件数は 06
年以降増加している(図表 16)。02～14 年の累計出願件数 6,498 件のうち、日
本が 3,509 件と最多で、全体の 54%を占めた(図表 15)。日本の出願件数は頭打
ちとなっているが、中国、米国、韓国の出願件数が増加している。我々は、ト
ヨタ自動車の全固体電池は硫化系固体電解質を使うとみている。この分野にお
けるイノベーションについて、特許出願数から判断すると、これまでのところ
日本が明らかなリーダーであるようだ(図表 17)。トヨタ自動車の次世代電池技
術は最も有望なものの一つではあるが、全固体電池の性能と製造費用はまだ流
動的であり、最終的に何が主流の技術となるのかを判断するのは時期尚早であ
る。
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（損失収入または利益、機会コストを含む）に対する責任を負いません。信用格付けは意見の表明であり、事実または証券の購入、保有、売却の推奨を
表明するものではありません。格付けは証券の適合性あるいは投資目的に対する証券の適合性を扱うものではなく、投資に関する助言として利用するこ
とはお控えください。
本資料中に含まれる MSCI から得た情報は MSCI Inc.(「MSCI」)の独占的財産です。MSCI による事前の書面での許可がない限り、当該情報および他の
MSCI の知的財産の複製、再配布あるいは指数などのいかなる金融商品の作成における利用は認められません。当該情報は現状の形で提供されていま
す。利用者は当該情報の利用に関わるすべてのリスクを負います。これにより、MSCI、その関連会社または当該情報の計算あるいは編集に関与あるい
は関係する第三者は当該情報のすべての部分について、独創性、正確性、完全性、譲渡可能性、特定の目的に対する適性に関する保証を明確に放棄
いたします。前述の内容に限定することなく、MSCI、その関連会社、または当該情報の計算あるいは編集に関与あるいは関係する第三者はいかなる種
類の損失に対する責任をいかなる場合にも一切負いません。MSCI および MSCI 指数は MSCI およびその関連会社のサービス商標です。
Russell/Nomura 日本株インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社および Frank Russell Company に帰属します。なお、野
村證券株式会社および Frank Russell Company は、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するもので
はなく、インデックスの利用者およびその関連会社が当インデックスを用いて行う事業活動･サービスに関し一切責任を負いません。
本資料は投資家のお客様にとって投資判断を下す際の諸要素のうちの一つにすぎないとお考え下さい。また、本資料は、直接・間接を問わず、投資判断
に伴う全てのリスクについて検証あるいは提示しているのではないことをご了解ください。野村グループは、ファンダメンタル分析、定量分析等、異なるタイ
プの数々のリサーチ商品を提供しております。また、時間軸の捉え方や分析方法の違い等の理由により、リサーチのタイプによって推奨が異なる場合が
あります。野村グループは野村グループのポータル・サイト上へのリサーチ商品の掲載および/あるいはお客様への直接的な配布を含め、様々な方法に
よってリサーチ商品を発表しております。調査部門が個々のお客様の要望に応じて提供する商品およびサービスはお客様の属性によって異なる場合が
あります。
当レポートに記載されている数値は過去のパフォーマンスあるいは過去のパフォーマンスに基づくシミュレーションに言及したものである場合があり、将来
のパフォーマンスを示唆するものとして信頼できるものではありません。情報に将来のパフォーマンスに関する示唆が含まれている場合、係る予想は将来
のパフォーマンスを示唆するものとして必ずしも信頼できるものではありません。また、シミュレーションはモデルと想定の簡略化に基づいて行われており、
想定が過度に簡略化され、将来のリターン分布を反映していない場合があります。本資料で説明のために作成・発行された数値、投資ストラテジー、イン
デックスは、EU 金融ベンチマーク規制が定義する"ベンチマーク"としての"使用"を意図したものではありません。
特定の証券は、その価値または価格、あるいはそこから得られる収益に悪影響を及ぼし得る為替相場変動の影響を受ける場合があります。

金融市場関連のリサーチについて：アナリストによるトレード推奨については、以下の 2 通りに分類されます；戦術的（tactical）トレード推奨は、向こう 3 ヶ
月程度の見通しに基づいています；戦略的（strategic）トレード推奨は、向こう 6 ヶ月から 12 ヶ月の見通しに基づいています。これら推奨トレードについては、
経済・市場環境の変化に応じて、適宜見直しの対象となります。また、ストップ・ロスが明記されたトレードについては、その水準を超えた時点で推奨の対
象から自動的に外れます。トレード推奨に明記される金利水準や証券のプライスについては、リサーチ・レポートの発行に際してアナリストから提出された
時点の、ブルームバーグ、ロイター、野村のいずれかによる気配値であり、その時点で、実際に取引が可能な水準であるとは限りません。
本資料に記載された証券は米国の 1933 年証券法に基づく登録が行われていない場合があります。係る場合、1933 年証券法に基づく登録が行われる、
あるいは当該登録義務が免除されていない限り、米国内で、または米国人を対象とする購入申込みあるいは売却はできません。準拠法が他の方法を認
めていない限り、いかなる取引もお客様の地域にある野村の関連会社を通じて行う必要があります。
本資料は、NIplc により英国および欧州経済領域内において投資リサーチとして配布することを認められたものです。NIplc は、英国のプルーデンス規制機
構によって認可され、英国の金融行為監督機構とプルーデンス規制機構の規制を受けています。NIplc はロンドン証券取引所会員です。本資料は、英国
の適用される規則の意味する範囲での個人的な推奨を成すものではなく、あるいは個々の投資家の特定の投資目的、財務状況、ニーズを勘案したもの
ではありません。本資料は、英国の適用される規則の目的のために「適格カウンターパーティ」あるいは「専門的顧客」である投資家のみを対象にしたも
ので、したがって、当該目的のために「個人顧客」である者への再配布は認められておりません。本資料は、香港証券先物委員会の監督下にある NIHK
によって、香港での配布が認められたものです。本資料は、オーストラリアで ASIC の監督下にある NAL によってオーストラリアでの配布が認められたもの
です。また、本資料は NSM によってマレーシアでの配布が認められています。シンガポールにおいては、本資料は NSL により配布されました。NSL は、証
券先物法（第 289 条）で定義されるところの認定投資家、専門的投資家もしくは機関投資家ではない者に配布する場合、海外関連会社によって発行され
た証券、先物および為替に関わる本資料の内容について、法律上の責任を負います。シンガポールにて本資料の配布を受けたお客様は本資料から発
生した、もしくは関連する事柄につきましては NSL にお問い合わせください。本資料は米国においては 1933 年証券法のレギュレーション S の条項で禁止
されていない限り、米国登録ブローカー・ディーラーである NSI により配布されます。NSI は 1934 年証券取引所法規則 15a-6 に従い、その内容に対する責
任を負っております。本資料を作成した会社は、野村グループ内の関連会社が、顧客が入手可能な複製を作成することを許可しています。
野村サウジアラビア、NIplc、あるいは他の野村グループ関連会社はサウジアラビア王国（「サウジアラビア」）での（資本市場庁が定めるところの、）「オー
ソライズド・パーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、または「インスティテューションズ」以外の者への本資料の配布、アラブ首長国連邦（「UAE」）におい
ては、（ドバイ金融サービス機構が定めるところの、）「専門的顧客」以外の者への配布、また、カタール国の（カタール金融センター規制機構が定めるとこ
ろの、）「マーケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」以外の者への配布を認めておりません。サウジアラビアおいては、「オーソラ
イズド・パーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、または「インスティテューションズ」以外の者、UAE の「専門的顧客」以外の者、あるいはカタールの「マー
ケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」以外の者を対象に本資料ならびにそのいかなる複製の作成、配信、配布を行うことは直
接・間接を問わず、係る権限を持つ者以外が行うことはできません。本資料を受け取ることは、サウジアラビアに居住しないか、または「オーソライズド・パ
ーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、または「インスティテューションズ」であることを意味し、UAE においては「専門的顧客」、カタールにおいては「マー
ケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」であることの表明であり、この規定の順守に同意することを意味いたします。この規定に従
わないと、サウジアラビア、UAE、あるいはカタールの法律に違反する行為となる場合があります。
カナダ投資家へのお知らせ：本資料は個人的な推奨ではありません。また投資目的、財務状況、あるいは特定の個人または口座の特定のニーズを考慮
したものではありません。本資料はオンタリオ証券委員会の NI 31-103 のセクション 8.25 に基づいてお客様へ提供されています。
台湾上場企業に関するレポートおよび台湾所属アナリスト作成のレポートについて：本資料は参考情報の提供だけを目的としています。お客様ご自身で
投資リスクを独自に評価し、投資判断に単独で責任を負っていただく必要があります。本資料のいかなる部分についても、野村グループから事前に書面
で承認を得ることなく、報道機関あるいはその他の誰であっても複製あるいは引用することを禁じます。「Operational Regulations Governing Securities
Firms Recommending Trades in Securities to Customer」及びまたはその他の台湾の法令・規則に基づき、お客様が本資料を関係者、関係会社およびそ
の他の第三者を含む他者へ提供すること、あるいは本資料を用いて利益相反があるかもしれない活動に従事することを禁じます。NIHK 台湾支店が執行
できない証券または商品に関する情報は、情報の提供だけを目的としたものであり、投資の推奨または勧誘を意図したものではありません。
本資料のいかなる部分についても、野村グループ会社から事前に書面で同意を得ることなく、(i)その形態あるいは方法の如何にかかわらず複製する、あ
るいは(ii)配布することを禁じます。本資料が、電子メール等によって電子的に配布された場合には、情報の傍受、変造、紛失、破壊、あるいは遅延もしく
は不完全な状態での受信、またはウィルスへの感染の可能性があることから、安全あるいは誤りがない旨の保証は致しかねます。従いまして、送信者は
電子的に送信したために発生する可能性のある本資料の内容の誤りあるいは欠落に対する責任を負いません。確認を必要とされる場合には、印刷され
た文書をご請求下さい。

日本で求められるディスクレイマー
レポート本文中の格付記号の前に※印のある格付けは、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付け（無登録格付け）です。
無登録格付けについては「無登録格付に関する説明書」https://www.nomura.co.jp/retail/bond/noregistered.html をご参照ください。
当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（国内株式取引の場合は約定代金に対して最大 1.404％（税込み）（20 万円以下の
場合は、2,808 円（税込み））の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料（換金時手数料）および運用管理費用（信託報酬）等
の諸経費、等）をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリ
スクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
国内株式（国内 REIT、国内 ETF、国内 ETN を含む）の売買取引には、約定代金に対し最大 1.404％（税込み）（20 万円以下の場合は 2,808 円（税込み））
の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取
引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。
国内 REIT は運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内 ETF は連動する指数等の変動により損失が生じるおそ
れがあります。
外国株式の売買取引には、売買金額（現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額）に対し最大 1.026％
（税込み）（売買代金が 75 万円以下の場合は最大 7,668 円（税込み））の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等
は国や地域により異なります。外国株式を相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取
引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失
が生じるおそれがあります。
信用取引には、売買手数料（約定代金に対し最大 1.404％（税込み）（20 万円以下の場合は 2,808 円（税込み）））、管理費および権利処理手数料をいただ
きます。加えて、買付の場合、買付代金に対する金利を、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料および品貸料をいただきます。委託保証金は、売
買代金の 30％以上（オンライン信用取引の場合、売買代金の 33%以上）で、かつ 30 万円以上の額が必要です。信用取引では、委託保証金の約 3.3 倍ま

で（オンライン信用取引の場合、委託保証金の約 3 倍まで）のお取引を行うことができるため、株価の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるお
それがあります。詳しくは、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、等をよくお読みください。
ＣＢの売買取引には、約定代金に対し最大 1.08％（税込み）（4,320 円に満たない場合は 4,320 円（税込み））の売買手数料をいただきます。ＣＢを相対取引
（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、
別途手数料をいただくことがあります。ＣＢは転換もしくは新株予約権の行使対象株式の価格下落や金利変動等によるＣＢ価格の下落により損失が生じ
るおそれがあります。加えて、外貨建てＣＢは、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。債券の価格は市場の金利水準
の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、
投資元本を割り込むことがあります。加えて、外貨建て債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
個人向け国債を募集によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。個人向け国債は発行から 1 年間、原則として中途換金はできま
せん。個人向け国債を中途換金する際、原則として次の算式によって算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より
差し引かれます。（変動 10 年：直前 2 回分の各利子（税引前）相当額×0.79685、固定 5 年、固定 3 年： 2 回分の各利子（税引前）相当額×0.79685）
物価連動国債を募集・売出等その他、当社との相対取引によって購入する場合は、購入対価のみをいただきます。当該商品の価格は市場の金利水準及
び全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。想定元金額は、全国消費者物価指数の発行時からの変化
率に応じて増減します。利金額は、各利払時の想定元金額に表面利率を乗じて算出します。償還額は、償還時点での想定元金額となりますが、平成 35
年度以降に償還するもの（第 17 回債以降）については、額面金額を下回りません。
投資信託のお申込み（一部の投資信託はご換金）にあたっては、お申込み金額に対して最大 5.4％（税込み）の購入時手数料（換金時手数料）をいただき
ます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大 2.0％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信
託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（信託報酬）（最大
5.4％（税込み・年率））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があり
ます。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等によ
り基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容
や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前
交付書面をよくお読みください。
金利スワップ取引、及びドル円ベーシス・スワップ取引（以下、金利スワップ取引等）にあたっては、所定の支払日における所定の「支払金額」のみお受払
いいただきます。金利スワップ取引等には担保を差入れていただく場合があり、取引額は担保の額を超える場合があります。担保の額は、個別取引によ
り異なりますので、担保の額及び取引の額の担保に対する比率を事前に示すことはできません。金利スワップ取引等は金利、通貨等の金融市場におけ
る相場その他の指標にかかる変動により、損失が生じるおそれがあります。また、上記の金融市場における相場変動により生じる損失が差入れていただ
いた担保の額を上回る場合があります。また追加で担保を差入れていただく必要が生じる場合があります。お客様と当社で締結する金利スワップ取引等
と「支払金利」（又は「受取金利」）以外の条件を同一とする反対取引を行った場合、当該金利スワップ取引等の「支払金利」（又は「受取金利」）と、当該反
対取引の「受取金利」（又は「支払金利」）とには差があります。商品毎にリスクは異なりますので、契約締結前交付書面やお客様向け資料をよくお読みく
ださい。
クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）取引を当社と相対でお取引いただく場合は手数料をいただきません。CDS 取引を行なうにあたっては、弊社との間で
合意した保証金等を担保として差し入れ又は預託していただく場合があり、取引額は保証金等の額を超える場合があります。保証金等の額は信用度に
応じて相対で決定されるため、当該保証金等の額、及び、取引額の当該保証金等の額に対する比率をあらかじめ表示することはできません。CDS 取引
は参照組織の一部又は全部の信用状況の変化や、あるいは市場金利の変化によって市場価値が変動し、当該保証金等の額を超えて損失が生じるおそ
れがあります。信用事由が発生した場合にスワップの買い手が受取る金額は、信用事由が発生するまでに支払う金額の総額を下回る場合があります。
また、スワップの売り手が信用事由が発生した際に支払う金額は、信用事由が発生するまでに受取った金額の総額を上回る可能性があります。他の条
件が同じ場合に、スワップの売りの場合に受取る金額と買いの場合に支払う金額には差があります。 CDS 取引は、原則として、金融商品取引業者や、
あるいは適格機関投資家等の専門的な知識を有するお客様に限定してお取り扱いしています。
有価証券や金銭のお預かりについては料金をいただきません。証券保管振替機構を通じて他の証券会社へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、
移管する銘柄ごとに 10,800 円（税込み）を上限額として移管手数料をいただきます。
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