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Ⅰ 計画策定の趣旨
1 計画策定の趣旨
昨今、地球温暖化対策は世界的に大きな課題であり、低炭素社会の実現に向けた効果
的な対応が求められている。温室効果ガスの大部分を占める CO2 の主要な排出部門の
ひとつである運輸部門対策を進めるためには、エコカー、中でも CO2 削減効果が大き
い EV・PHV※の普及が期待されている。あわせて、EV・PHV の普及は NO2 や SPM
（浮遊粒子状物質）の大気汚染対策としての効果も大きい。
また、EV の市場導入が開始されたことにより、EV・PHV 関連市場は急激に拡大し、
とりわけ、リチウムイオン電池をはじめとする蓄電池廻りの開発などの競争が一層激化
している。大阪は、リチウムイオン電池に関し高いポテンシャルを有するとともに、高
度な技術を持つ中小企業が集積していることから、その特徴を活かした大阪産業の活性
化を推進していくことが重要である。
このような背景の下、大阪府では地球温暖化対策と産業振興の両側面から EV・PHV
普及に取り組むなど、他の自治体をリードする施策を展開してきたところであるが、今
後の EV・PHV の普及と EV・PHV 関連産業の振興をさらに加速するため、本マスタ
ープランを策定するものである。
なお、本マスタープランの策定は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構の「平成 22 年度地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定等事業」の補助によ
り実施したものであり、策定にあたっては、学識経験者、自動車メーカー、電力会社、
関連企業及び行政関係者で構成する「大阪府 EV・PHV のまち推進マスタープラン策
定委員会」を設置し、とりまとめを行ったものである。
※

EV：EV とは、Electric Vehicle（電動輸送機器）の略称であり、広義では電力で移動する
機器のことを指し、電動二輪車等も含まれる概念である。ただし、本マスタープランに
おいては、主に平成 21 年 7 月から国内で市販されているリチウムイオン電池等の高
密度・高容量のバッテリーを搭載した電気自動車を指す。
PHV：ガソリンを動力とした内燃機関（エンジン）と電気モーターの組合せで走行するハイ
ブリッド自動車のうち、家庭用コンセントなど外部電源から充電できるようにした自
動車を指す。
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2 計画の位置づけ
新たな調査結果
新たな施策の検討

EVを核とした
産業振興のための計画

大阪ＥＶアクションプログラム
大阪ＥＶアクションプログラム

将来ビジョン大阪

期間：～平成31年
期間：～平成37年

策定：平成20年12月

策定：平成21年6月

■目指す姿
EVリーディング都市・大阪

期間：～平成27年

■目指す姿
①
②
③
④

世界をリードする大阪産業
水とみどり豊かな新エネルギー都市大阪
ミュージアム都市大阪
子どもからお年寄りまでだれもが安全・
安心ナンバー１ 大阪
⑤ 教育・日本一大阪

大阪ＥＶ・ＰＨＶのまち
推進マスタープラン
策定：平成23年3月

大阪エコカー普及戦略
期間：～平成32年

策定：平成21年12月

■目指す姿
EV・PHVリーディング都市・大阪

■目指す姿
エコカーのあふれるまち

エコカーの普及の
ための計画

今後5年間でのEV・PHVの普及、
関連産業の振興、地域活性化の
ための施策を具体化

大阪府では平成 20 年 12 月に策定した「将来ビジョン・大阪（※１）
」において、
「新エ
ネ・エコカーが大阪中にあふれる戦略」を打ち出している。
これを具体的に実現していくために、CO2 削減に向けて多様なエコカーの普及を包括的
に進めるための計画「大阪エコカー普及戦略（※２）
」
（平成 21 年 12 月策定）と、大阪が
高いポテンシャルを有するリチウムイオン電池の有力市場である EV を核とした産業振興
を図るための計画「大阪 EV アクションプログラム（※３）
」
（平成 21 年 6 月策定）を策
定し、地球温暖化対策と産業振興の両側面から EV・PHV 普及等の取組みを展開している
ところである。
本マスタープランは、
「大阪エコカー普及戦略」と「大阪 EV アクションプログラム」を
踏まえ、EV・PHV の普及と EV・PHV 関連産業振興のための今後 5 年間（※4）の施策
を体系的にまとめたものである。

（※１）将来ビジョン・大阪
将来ビジョン・大阪においては、
「世界をリードする大阪産業」
、
「水とみどり豊
かな新エネルギー都市 大阪」等 5 つの将来像を掲げ、またそれぞれの将来像に
3 つの将来イメージを設定している。例えば、
「世界をリードする大阪産業」の将
来像には、「産業都市ナンバー１」等の将来イメージを、「水とみどり豊かな新エ
ネルギー都市 大阪」の将来像には、
「新エネルギー都市ナンバー１」等の将来イ
メージを設定しており、その中で「新エネ・エコカーが大阪中にあふれる戦略」
を打ち出している。
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（※２）大阪エコカー普及戦略
自動車部門におけるＣＯ2 排出削減を図るため、平成 32 年に大阪の自動車の 2
台に 1 台をエコカーとすることを目標に、EV・PHV をはじめとした多様なエコ
カー普及の包括的プランとして平成 21 年 12 月に策定。
同戦略実現のため、平成 22 年 5 月に「大阪エコカー協働普及サポートネット」
を発足し、エコカーの導入やインフラ整備、啓発事業等の活動を民公協働で推進
するとともに、EV・PHV に必要なインフラとして、平成 24 年までに 200V 充
電設備を府内に 1,300 箇所整備する目標を掲げ、民公協働による基金を設立、民
間による自らの設置も含め充電設備の整備に取組んでいる。
（※３）大阪 EV アクションプログラム
「産業都市ナンバー１」と「新エネルギー都市ナンバー1」を目指し、大阪が高
いポテンシャルを有するリチウムイオン電池の有力市場である EV を核とした産
業振興や地域活性化を図るため、
「大阪 EV アクションプログラム」を平成 21 年
6 月に策定。
その実現のため、オール大阪の産学官と EV のエキスパートを結集した「大阪
EV アクション協議会」を設立し、充電インフラ整備等の「まちづくり」
、大阪産
EV の開発を目指す「ものづくり」
、EV の整備人材や開発人材を育成する「ひと
づくり」の 3 つの基本方向で様々な取組を展開し、
「EV リーディング都市・大阪」
を目指している。
なお、平成 23 年 3 月には国際会議「大阪新エネルギーフォーラム 2011 ～
EV が切り拓く新たな社会システムの追究～」の開催を予定しており、そのブラン
ド確立に向け、様々な取組を世界に発信することとしている。
（※4） 本マスタープラン終了後の施策展開については、EV・PHV の普及状況やその他
の社会情勢等を踏まえ、計画期間の最終年度である平成 27 年度に検討を行うも
のとする。
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Ⅱ 現状・特性
１ EV・PHV、充電設備とは
EV・PHV 及び電気を車両に供給する充電設備に関する平成 23 年 2 月現在における基
本的情報については以下の通りである。
■電気自動車（EV）の基本的特性
○EV は外部から充電した電気をエネルギー源として走行する自動車である。
○走行中に一切排気ガスを出さず、騒音も少なく、CO2 排出量はガソリン車の 1/4 程度と
環境にやさしい自動車である。
○国内大手自動車メーカーの EV では１回の充電で 100～160km 程度走行できる。
○EV の現時点の購入価格は、政府の補助金を利用して 300 万円程度と、ガソリン車に比
べ高価である。これは、EV の主要部品であるリチウムイオン電池（LiB）が高価である
ためであり、今後 LiB の価格低下に伴い、EV の価格も低下することが期待される。
○一方で、走行にかかる電気代は夜間電力を用いれば約１円／km と、ガソリン車に比べ非
常に安価※である（※通常のガソリン車のガソリン代は数円～十数円/km）
。
○EV の部品点数はガソリン車に比べ数分の一程度であり、ガソリン車ほどの高度な技術の
すりあわせが不要であるため、中小・ベンチャー企業による EV 開発が期待されている。
■プラグインハイブリッド（PHV）の基本的特性
○ハイブリッド車（HV）のうち、家庭用電源コンセント等からモーター駆動用のバッテリ
ーに充電できるようにした車。国内大手自動車メーカーの PHV では、モーターのみの走
行で 20km 程度走行することができる。
○ガソリン車や HV に比べ、CO2 排出量が少なく、環境にやさしい。
○事業所や家庭のコンセントを使って 2～3 時間で充電することができる。
○国内大手自動車メーカーの PHV は平成 21 年末に事業者向けのリース販売が始まったと
ころであり、今後の開発要素が多く、HV の技術をベースとした高度な技術が必要である。
○国内大手自動車メーカーの PHV は平成 24 年に一般向けにも販売される予定である。価
格は未定であるが、通常の HV よりも相当程度高くなると考えられる。
■充電設備の基本的特性
○充電設備は大きく普通充電設備と急速充電設備の二つに分けられる。
○普通充電設備には、壁付けが可能な専用コンセントのほか、コンセントを収納した分電
盤タイプ、自立型の充電スタンドなどの機種がある。設置費は本体価格での数万円～数
10 万円程度であり、このほかに別途工事費が必要である。200V 電源の場合、一般に
は 30 分の充電でおよそ 10km 程度の走行が可能とされている。
○急速充電設備は数 10 分という短時間で 8 割程度の充電が可能である。整備コストは、
本体価格で 150～300 万円程度（20～50kW 級）であり、工事費は設置場所や必要な
電源容量によって異なるが、100～1000 万円程度である。
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○EV・PHV の充電は、大別して 2 つの場所において行われる。主に戸建住宅やマンショ
ン、ビル、工場等、EV・PHV の拠点となるプライベートエリアでの充電と、公共施設、
商業施設や時間貸し駐車場等、不特定多数の利用が想定されるパブリックエリアでの充
電である。
○プライベートエリアでは、基本的には普通充電設備が設置される。
○一方、パブリックエリアにおいては、
・外出先で安心してＥＶを利用するため、短い時間で充電が可能な急速充電設備
・EV・PHV の普及拡大につなげるため、継ぎ足し充電用としての 200V 普通充電設備
という２つの充電インフラの整備が必要とされている。
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2 EV・PHV、充電設備に関わる国内外の動向
平成 23 年 2 月現在における、EV・PHV、充電設備に関する、事業・産業・政策の主
な動向は以下のとおりである。
■国内外の EV・PHV 関連企業、産業、政策の動向
○国内外の自動車メーカーの EV・PHV の開発・参入が活発化してきており、平成 22 年
度末までに、国内大手自動車メーカー3 社から EV が販売されている。平成 24 年には多
くの国内外大手メーカーから EV・PHV が販売される予定である。
○車両の電動化に伴い、燃料供給や車両の販売形態が変わる兆しが見え始めている。
○日本国内では、大阪府を含む 18 都府県が EV・PHV タウンに選定され、各自治体にお
いて特色のある EV・PHV の普及策等が進められている。
○国内外で、自動車メーカーや関連事業者と自治体が連携した、充電設備整備、EV カーシ
ェアリング等の実証実験が数多く始まっている。
○日米欧のみならず、中国、韓国等においても、EV・PHV の開発・製造が盛んで、国単
位、自治体単位の政策的な後押しも大きい。
■EV・PHV 及び充電設備等の開発動向
○国内外の中小・ベンチャー企業においては、コンバート EV やミニ EV のみならず本格
的な EV も開発されつつある。
○貨物宅配用の EV が開発されつつあり、EV・PHV のタクシーへの利用も始まっている。
○バッテリー開発には多くの資金が提供されており、技術開発や大量生産により、中期的
に高性能化、低価格化が見込まれる。
○充電設備は価格が下がってきており、また様々なニーズに合わせた充電設備（新エネル
ギー発電システムを併設した充電設備、中容量の急速充電設備、通信課金機能併設型充
電設備等）が開発・販売されている。
■EV・PHV や充電設備の導入・運用の現状
○EV を導入している企業は、近距離利用に限定して EV を運用しているところが多く、外
部で充電をすることは少ない。一般的に長距離走行が想定される場合には、既存のガソ
リン車等を活用している。
○配達ルートがある程度限定される業務用途においては、EV の活用が適していると考えら
れている。
○近年、充電設備の設置や運用に際して参考となる資料やガイドブックなどが国等から公
表され、充電時の課金についても肯定的な見解が示されていることから、充電によるビ
ジネスモデル構築を目指す取組が活発化している。
○既設のマンションやオフィスビルにおいては、充電設備設置のコスト負担や管理方法等
の手続面での課題が多い。今後、大都市圏を中心にこのような建築物への充電設備導入
のための仕組みづくりが求められている。
○充電設備を備えた新築マンションや戸建て住宅の販売が始まっている。
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3 大阪府の現状
大阪府の環境・交通実態及び EV・PHV、充電設備の普及動向については以下の通りで
ある。
■CO2 の排出実態の現状
○府内総排出量のうち約 15％が運輸部門から排出されており、そのうちの約 9 割が自動車
部門からの排出である。そのため、自動車部門での排出削減が、低炭素社会の実現には
不可欠である（平成 20 年度確定値）
。
■自動車保有の現状
○大阪府における自動車の保有台数は、平成 20 年度末現在で約 374 万台。このうち、Ｅ
Ｖは 195 台、ＰＨＶは６台（平成 23 年 1 月末）となっている。
■充電設備の整備の現状
○府内では、一般利用可能な充電設備として急速充電設備２６基、普通充電設備（200V）
１３８基が整備されている（平成 2３年 1 月末）
。
○うち、大阪 EV アクションプログラムの一環で整備された 20 基（急速充電 17 基、普通
充電（200V）3 基）には、共通の通信プラットフォームを整備し、世界初の充電予約・
認証システム「おおさか充電インフラネットワーク」を構築し、運用している。
■産学官連携による普及体制の構築
○大阪府では、EV を核とした産業振興を図る組織として「大阪 EV アクション協議会」を
平成 21 年 6 月に、EV・PHV を含むエコカー全般の普及を図る組織として、
「大阪エコ
カー協働普及サポートネット」を平成 22 年 5 月に設立し、EV・PHV の普及推進に取
組む産学官協働の体制を構築している。
■府内における企業の取組・意識の現状
○自動車メーカー、電力会社等により、関西地域における EV・PHV の普及拡大を目的に
連携・協力する「関西電気自動車普及推進協議会」が平成 21 年 10 月に設立され、平成
22 年 4 月より EV・PHV の走行・充電にかかる「実態調査研究」を実施している。
○守口市の中小製造事業者が中心となり平成 22 年 3 月に、日本で初めての和をイメージ
した電気自動車を開発するなど、民間企業発の EV の技術開発も進んできている。
○大阪市内において、カーシェアリング会社、システム会社等が協力し、国の競争的資金
を活用して、平成 23 年 3 月から、EV の共同利用事業プロジェクト（日本版 Autolib）
が開始される予定である。
○府民・企業を対象に平成 21 年 9 月に実施したモニターアンケートでは、全体のおよそ
9 割がエコカーに関心を示す結果となり、車種別でも EV・PHV の割合は高く（約 7 割）
なっている。
○平成 22 年 11 月に実施した府内事業者へのアンケートによると、EV・PHV 車両導入
7

のメリットとして、CO2 の削減や燃料代の節約、企業の PR が挙げられている。逆に課
題としては、価格の高さや航続距離、充電インフラ不足等が挙げられていた。
○EV 等の製造や関連技術の開発を促進させる行政等の施策としては、補助制度の創設やＥ
Ｖ技術に関する情報提供、展示会の開催や出展支援等が挙げられていた。
■府内市町村の取組・意識の現状
○大阪市では、平成 22 年 12 月から駐車場会社とレンタカー会社と協働で関西初のＥＶに
よる本格的なカーシェアリングサービスを開始している。
○平成 22 年度末までに、大阪市、堺市、東大阪市、河内長野市、豊中市、泉大津市が EV
や充電設備を導入することとしている。
○府内全市町村を対象に平成 22 年 10 月に実施したアンケートでは、EV・PHV 導入促
進に向け、取り組みたい施策として、
「EV・PHV の普及啓発」が約半数と最も多く挙げ
られていた。次いで「EV・PHV を公用車として導入し、土日に近隣住民に貸し出すサ
ービス」に 10 市町村が関心を持っていた。
○EV・PHV 普及方策を検討するにあたり、参考としたい資料として、大阪府が取りまと
める計画（本マスタープラン等）や、EV・PHV 及び充電設備の導入事例、EV・PHV
を導入することによる環境メリット・経済効果の試算等が挙げられていた。
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4 大阪府の地域特性とその波及効果
大阪府においては、EV・PHV の利用による環境改善効果が高く、地理的特性としても
EV・PHV や充電設備の普及に適している。さらに、リチウム電池を中心とした EV・PHV
関連産業のポテンシャルが高いと言える。
■環境特性
○関西電力の CO2 排出係数（0.265kg-CO2/kWh（平成 21 年度、調整後排出係数）
）は、
全国で最も低い値であることから、EV・PHV の導入による CO2 削減効果が大きい地域
である。
○自動車の混雑時平均旅行速度は全国で２番目に低く（22km/h）
、渋滞に伴うエネルギー
の非効率化が問題となっている。EV・PHV にはエネルギー回生ブレーキが搭載されて
いるため、EV・PHV の普及によるエネルギー効率化の寄与が高い。
■地理的特性
○全体として高度に都市化されている地域が多く、近距離移動がほとんどであり、かつ平
野部が多いため、EV の利用に適している。
○地理的・経済的に近畿地域の中心に位置していることから、大阪府内に充電インフラを
整備することで、近畿全域での EV・PHV の普及への波及効果が期待できる。
また、東には京都府、福井県、愛知県、岐阜県、西には岡山県、鳥取県という EV・PHV
タウンが存在していることから、中部～近畿～中国の結節点を担っている。
○持ち家における集合住宅比率が全国 3 位と集合住宅の割合が比較的高く、事業所数は全
国 2 位であることからオフィスビルも数多く存在する。そのため、このような駐車拠点
となる建築物への充電設備の整備を促進できれば、法人はもとより一般ユーザー等も対
象とした EV・PHV の普及拡大が加速できる。
岡山県、鳥取県：
第２期EV・PHVタウン

図

京都府・福井県・愛知県：
第１期EV・PHVタウン

岐阜県：第２期
EV・PHVタウン

中部・近畿・中国地方の EV・PHV タウン

9

大阪府内各地域の地理的特性および交通特性
地域

市町村

地理的特性

交通特性

• 近畿・西日本の中心地としての立

• 全ての移動手段において移動量は５地域

地上の利点を活かした商業・業

大阪市

大阪市

務・流通機能等の高度な機能の集

中最も多い
• 鉄道利用率が突出して高く、自動車利用
率は比較的低く、唯一低下している地域

積地

• 業務目的による移動量が比較的多い

泉州

北大阪

堺市、和泉市、高石
市、泉大津市、忠岡
町、岸和田市、貝塚
市、熊取町、泉佐野
市、田尻町、泉南市、
阪南市、岬町

能勢町、豊能町、箕
面市、池田市、豊中
市、吹田市、摂津市、
茨木市、高槻市、島
本町

• 関西国際空港が立地し、ベイエリ
ア北部は工業集積地帯
• 泉北ニュータウン等には住宅が

南河内

番目に多い
• 自動車における地域内での移動率が他地
域に比べて高い

集積

• 特に堺市では貨物車移動が多く発生
• 都心部への通勤人口が多いベッ

• 大阪国際空港が立地し、国土軸（鉄道、

ドタウン（千里ニュータウン等）

モノレール、高速道路）が通り、交通利

を中心に交通が至便

便性が高い

• 千里ニュータウンでは高齢者比

• 自動車、二輪、徒歩の移動量が同程度
• 大阪市との業務目的移動量が多い

率が増加傾向

東大阪

• 自動車移動量は、大阪市地域に次いで 2

枚方市、交野市、寝
屋川市、門真市、守
口市、四條畷市、大
東市、東大阪市、八
尾市、柏原市

• 密集した既成市街地が広く存在

松原市、藤井寺市、
羽曳野市、大阪狭山
市、富田林市、太子
町、河南町、千早赤
阪村、河内長野市

• 都市化の進展が比較的緩やかで

• 中小企業が集積し（特に製造業）
、

• 二輪移動量は、5 地域中で大阪市地域に
次いで 2 番目に多い
• 特に東大阪市では貨物車移動が多く発生

住工混在地域も存在

• 大阪市との業務目的移動量が多い
• 他地域に比して移動量が少ない
• 自動車利用率は 5 地域中で 1 番高い

農林業も盛ん
• 古墳や伝統的まちなみ等、歴史的
文化遺産も多く残存

出典：
「平成 12 年度大阪府の人の動き」
、大阪府
「大阪府国土利用計画（第三次、第四次）
」
、大阪府
「平成 19 年度東部大阪都市圏総合都市交通体系調査」
、近畿地方整備局
「広域連携のあり方等に関する調査研究」
、北摂広域連携行政研究会
「平成 17～19 年度京阪都市圏総合交通体系調査」
、京阪神都市圏交通計画協議会

■産業特性
○EV・PHV は大阪府が高いポテンシャルを有するリチウムイオン電池の有力市場である。
○ソーラーパネルやリチウムイオン電池等の生産拠点があるベイエリアを中心に、部材メ
ーカーやセットメーカー等の関連企業が集積しており、電池産業は川上から川下まで揃
っている。
○大阪大学や大阪府立大学、
（独）産業技術総合研究所関西センター等国内有数の研究拠点
が集積している。
○関連産業や研究施設を基盤技術で支える、多様で層の厚いものづくり中小企業も集積し
ている。
○平成 21 年 6 月には「産学官連携拠点」
（経済産業省・文部科学省）に「大阪グリーンエ
ネルギーインダストリー拠点」が認定されている。
○住宅関連企業（ハウスメーカー）が多数集積していることから、充電設備付き住宅の開
発・事業化など、住宅分野の充電設備普及に関する取組みへの参加が期待できる。
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Ⅲ 基本ビジョン（目標）

「EV・PHV リーディング都市・大阪」
環境と産業の両面から大阪発のイノベーションを創出し、EV・PHV の本
格普及と関連産業の振興を図ることにより、
「EV・PHV リーディング都市・
大阪」の実現を目指す。

１ 将来像
将来ビジョン・大阪で設定された将来像のイメージ「新エネルギー都市ナンバー１」
「産
業都市ナンバー１」を目指し、本マスタープランでは地球温暖化の抑制及び関連産業の振
興の両面から EV・PHV の普及に努めることとし、
「EV・PHV リーディング都市・大阪」
を将来像に位置づける。
前記Ⅱまでに記述したとおり、現状として EV・PHV の普及には、価格や航続距離、社
会インフラの不足などさまざまな課題があるものの、大阪府の特性上、EV･PHV の普及が
低炭素社会の構築や大阪産業の振興、地域活性化にもたらす効果は大きく、全国的にも
EV・PHV の本格普及に適した環境にあると考えられる。
このため、低炭素社会の構築という環境側面と関連技術の開発やビジネス創出といった
産業振興の両面において新たなイノベーションを産み出し、普及への課題を克服しながら、
EV・PHV の本格普及を全国的にリードすることで、
「EV・PHV リーディング都市・大阪」
の実現を目指す。
また「EV・PHV リーディング都市・大阪」に向けた取組みを国内外に発信し、EV・PHV
に関わる企業や技術者にとって大阪が魅力的な場であることをアピールすることにより、
EV・PHV 関連の企業・人材・資金の大阪府への集積をさらに促進し、EV・PHV を核と
した地域の活性化を図っていく。

■環境面でのイノベーション
EV・PHV の普及は大阪府における運輸部門の CO2 排出削減に大きく貢献する。そのた
め、行政だけでなく、民間企業や府民などあらゆる主体が協働し、EV・PHV の導入や充
電設備の整備、啓発活動など、EV・PHV の本格普及に向けた取組みを推進する。
また、EV の安心利用に向けたまちづくりの取組みとして、急速充電設備の整備やまちな
かでの 200V 充電設備の普及促進に加え、充電場所の検索や予約認証に不可欠な充電設備
のネットワーク化を促進することにより、EV・PHV の普及を加速する。
さらに、一般の EV・PHV の普及と併せて、宅配車・タクシー等の業務車両への導入の
促進や、EV・PHV を用いた日本版 Autolib、公用車カーシェアリング等の低炭素型交通シ
ステムの普及など、低炭素社会の実現に向けた環境イノベーションを創出する。
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■産業面でのイノベーション
EV・PHV に関しては今後、新たな技術・ビジネスの新機軸が次々に創出されると予想
される。世界有数のリチウムイオン電池の研究・生産拠点であり、優れたものづくり中小
企業が多数存在する大阪府の強みを活かし、EV・PHV 関連技術の研究開発を通した、世
界に誇れる EV イノベーションを創出する。あわせて、開発人材や整備人材の育成も促進
する。
また、EV・PHV の普及に伴い、充電サービスの提供は、今後充電設備のネットワーク
の拡大や課金システムなどの確立、その他付加サービスの開発によりビジネス化が期待さ
れる。これに加え、EV・PHV タクシーや日本版 Autolib※、バッテリーリユース等の取組
みなど、大阪発の新たなビジネスモデルを産み出していく。
※「日本版 Autolib」については p.24 参照
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大阪府の EV・PHV のまちとしての将来像のイメージ

環
境
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

ＥＶ・ＰＨＶカーシェア
リングが浸透している

ＥＶ・ＰＨＶの業務用車
両が数多く走行してい
る

EV・PHVでのパー
クアンドライド※が
定着している

PARK

＆
RIDE

多様な低炭素型
交通システム、
モビリティ

街中でのEVAutolibが進んで
おり、街中のAutolibステー
ションで乗り降り自由になって
いる

EVShare

「EV・PHVタクシーやカーシェ
アリングを利用すれば、EV・
PHVを気軽に試し乗りができるの。
乗ってみたらすごく良かったから、
EV・PHVを購入したわ。」

※自家用車等で最寄り駅やバス停まで行き、鉄道・
バス等の公共交通機関へ乗り換えて目的地に向か
う手法。交通渋滞の緩和や、CO2削減につながる。

「昔と比べてEV・PHVはかなり安く
なったし、性能も良くなった。迷うく
らい良い車種がたくさんあるけど、ど
れに買い換えようか。
まちなかの充電時には共通のポイント
カードにポイントがたまる。

民間企業においてＥＶ・
ＰＨＶ導入が進み、充電
設備設置・開放が進ん
でいる
ガソリンスタンドは充
電設備も組み込み新
たなビジネス形態に
変化している

また、ＩＣカード一枚で、電車・バス乗車、
ＥＶレンタカー、充電等が利用できる。

充電環境の
充実

太陽光発電や住宅用蓄電池等を
搭載した低炭素型住宅（EV・PHV
スマートハウス）から、EVへの充電
を行っている

数多くの充電設備がネッ
トワーク化され、どの充電
ポイントが利用可能かが
把握できる
「まちなかの充電設備も増えてき
て、充電できない不安もないし、
次の買い替え時にはそろそろウチ
もEV・PHVにしようかな。」

ＥＶ・ＰＨＶ関連産業が集積し、
EV・PHV関連部品メーカー、
充電設備メーカー等により、大
阪独自のEV・PHV技術の開発
が行われている

産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

ＥＶ・ＰＨＶ関連技術に関する
国際展示会が開催され、世
界中のＥＶ・ＰＨＶ関連技術
者が集まってくる

スーパーやコンビニ、商業施
設の駐車場で充電設備の開
放が進み、まちなかでの充電
に困ることはない

「この前ショッピングセンターで充
電したときに、お得な割引クーポン
券がダウンロードされた。EV・
PHVに乗っているとお得だね。」

大阪独自のＥＶが
続々と開発され、
街中を走っている

EV・PHV
関連産業の
振興

「ウチが開発したEV・PHVの
部品を使ったEV・PHVが世界
中で走っているよ。」

使用済バッテリーのリユース・
リサイクルビジネスが実用化さ
れている

「数年前にEV・PHV関連の部品製
造に参入したころはぼちぼちやった
けど、今では市場が拡大して儲かっ
てるわ。」

※上記イメージは、本マスタープランの推進による「EV・PHV リーディング都市・大阪」
としての将来像と住民意識を図示したものである。
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２ 目標
■EV・PHV の普及目標
平成 27 年度までに EV 7,000 台、PHV 5,000 台
（平成 23 年１月末時点で、EV195 台、PHV5 台

計 12,000 台※１

計 200 台が普及）

【CO2 削減効果】
本普及目標の達成により、大阪府域における自動車部門の CO2 排出量を 11,000ｔ
削減。※１

■充電設備の整備目標
○急速充電設備：EV 利用者の不安を解消し、安心して運転できることを目的に設置
平成 27 年度までに 33 箇所※２（一般開放しているもの）
（平成 22 年度末までに 20 箇所の整備を目標としており、平成 23 年 1 月末時点
で 17 箇所整備済）※３
○200V 普通充電設備：まちなか（パブリックエリア）での継ぎ足し充電用として、
公共施設・集客施設など広範な駐車場等に設置
（平成 23 年 1 月末時点で 138 基整備、平成３2 年度までのできるだけ早い時期に
1300 基以上の整備をめざす）
■EV・ＰＨＶ関連産業の目標
○大阪発 EV イノベーション：
平成 27 年度までに １０件
（平成 23 年 1 月末時点では１件：おおさか充電インフラネットワーク）

※１：
「大阪エコカー普及戦略」より
平成 32 年目標値：EV 31,000 台、PHV22,000 台

計 53,000 台

※２：平成 22 年 4 月に、経済産業省が「次世代自動車戦略 2010」において公表した
平成 32 年度末の全国の急速充電設備普及目標数と、大阪府の EV・PHV 普及目
標台数を参考にして算出
※３：充電予約・認証システム「おおさか充電インフラネットワーク」に接続している
充電設備数
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Ⅳ EV・PHV のまち実現にむけた取組み （施策）
Ⅲの基本ビジョンを見据えつつ、Ⅱで整理した大阪府の現状を鑑みると、以下のような
課題が抽出される。
これらの課題に対応するとともに、基本ビジョン「EV・PHV リーディング都市・大阪」
を目指すため、7 つの施策を推進していく。

大阪府の課題
EV・PHV普及のため、パブリックエリアに
利便性の高い充電設備の設置
充電切れの不安の解消のため、どこでも
充電できる環境の整備

施策
（1）、（2）

おおさか充電インフラネットワーク

（1）、（2）

（1） の広域化

まちなか充電スポット（普通充電設

（2） 備）の整備促進

駐車拠点となるマンションやオフィスビル
などプライベートエリアへの充電設備の
導入促進

（2）

初期導入コストが高いといった導入の障
壁を解消するため、障壁を越えるだけの
メリットの提供

（1）、（3）

EV・PHV利用の促進策と
普及啓発の推進
EV・PHV利用時における

府民や事業者にEV・PHVをより良く知っ
てもらうため、EV・PHVを体験できる機会
の創出

（4）、（5）
（7）

ビジネスや技術開発を推進するための情
報と機会の提供

（5）、（6）

府内既存産業を活用した、EV・PHV関連
産業の振興

（5）、（6）

普及台数が少ないため、国の競争的資
金等を活用した実証実験の実施

（1）、（5）
（6）、（7）

法制度上の課題を解決するための規制
緩和、特区設置等

（1）、（5）
（6）、（7）

企業・人材・資金の集積を図るため、対
外的な情報の発信

（7）

図

充電インフラの普及整備と
ネットワークの拡充

（3） 優遇策の提供

（4） EV・PHVの普及啓発

EV・PHVイノベーションの創出による
大阪産業の活性化
（5） EV・PHVビジネスの振興
おおさかの「技」と「知」を活かした

（6） EV関連技術開発

「EV・PHVリーディング都市」の
実現に向けたEV・PHVのまちづくり
（7） EV・PHVのまちづくり

大阪府の EV・PHV 普及の課題と、本マスタープランで進める施策
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本マスタープランで掲げる施策は、平成 27 年度までの５ヵ年で推進していく。施策の推
進スケジュールを検討するにあたっては、EV・PHV の普及初期（平成 25 年度頃まで）
と普及拡大期（平成 26 年度、平成 27 年度）の 2 つのフェーズに分けて、施策ロードマ
ップを設定した。
① 普及初期（平成 25 年度頃まで）
車両価格が既存の車両より比較的高価であり、充電設備の整備が十分ではないこと
から、行政や関係機関で構成する普及組織を中心に EV・PHV の率先導入や各種実証
事業等の先導的施策を展開し、普及拡大のための下地作りを行う。
② 普及拡大期（平成 26 年度、平成 27 年度）
バッテリー性能が向上・車両価格が低下することが期待でき、普及初期に展開した
取組みが社会全体に定着しはじめると予想されることから、府民・事業者を問わず、
あらゆる主体が自発的に導入する普及モデル（ビジネスモデル）の確立を目指す。
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「大阪府 EV・PHV のまち推進マスタープラン」 ７つの施策
充電インフラの普及整備とネットワークの拡充
（１） おおさか充電インフラネットワークの広域化
世界初の充電予約認証システムを近畿全域に拡大し、充電設備の利
便性の向上を図る。

（２） まちなか充電スポット（普通充電設備）の整備促進
まちなかでの継足し充電用に、公共施設・集客施設等に 200V 普通
充電設備を整備するとともに、プライベートエリアでの普通充電設
備の整備を促進する。

EV・PHV 利用の促進策と普及啓発の推進
（３） EV・PHV 利用時における優遇策の提供
駐車時や充電時等、EV・PHV を利用する様々なシーンにおいて優
遇策を提供し、EV・PHV の利用インセンティブを創出する。

（４） EV・PHV の普及啓発
試乗会や各種媒体を活用して EV・PHV の良さや有用性を府民・事
業者に発信し、EV・PHV の普及を図る。

EV・PHV イノベーションの創出による大阪産業の活性化
（５） EV・PHV ビジネスの振興
EV・PHV タクシー、日本版 Autolib、おおさか充電インフラネッ
トワーク等の EV・ＰＨＶ関連ビジネスを振興させる。併せて府民や
事業者の実感につなげ、将来の購買層開拓を行う。

（６） おおさかの「技」と「知」を活かした EV 関連技術開発
ものづくり企業の「技」と大学等研究機関の「知」を結集し、大阪
発の EV 関連技術開発を促進する。

「EV・PHV リーディング都市」の実現に向けた EV・PHV のまちづくり
（７） EV・PHV のまちづくり
地域特性に合わせた施策を組み合わせて実施することにより、効果
的に魅力のあふれる先進的なまちづくりを進める。
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充電インフラの普及整備とネットワークの拡充

（１） おおさか充電インフラネットワークの広域化
世界初の充電予約認証システムを近畿全域に拡大し、充電設備の利便性の
向上を図る。
○おおさか充電インフラネットワークの広域化
EV 利用者の不安を解消し安心して運転できるよう急速充電設備の整備が必要である。
さらに、EV・PHV ユーザーが円滑に充電設備にアクセスでき、外出先で利用可能なパブ
リックエリアの充電設備を簡単に検索、予約することができるシステムを構築することが
重要である。
府内ではこれまでに、急速充電設備２６基、普通充電設備（200V）138 基が整備（平
成 23 年 1 月末時点）されている。このうち、大阪 EV アクションプログラムの一環で整
備された 20 基（急速 1７基、200V3 基）は、共通の通信プラットフォームが整備され、
世界初の充電予約・認証システム「おおさか充電インフラネットワーク」を運用している。
大阪府は近畿の交通網の中心であり、大阪府内で充電設備が充実することは、大阪府内
だけではなく、近畿地域の EV・PHV ユーザーの利便性の向上に大いに貢献する。
このため、大阪府内の充電インフラネットワークの整備拡充を図るとともに、近畿地域
の府県、政令市等との連携により近畿全域での充電インフラネットワークの整備を進める
ことが必要である。
○おおさか充電インフラネットワークへの加入が円滑に進む環境づくり
おおさか充電インフラネットワークの広域運用は、大阪府内及び近畿全域の充電設備の
整備を促進する契機となる。そこで、充電設備の設置に係る電力契約弾力化・優遇策創設
等の働きかけや、急速充電設備導入メリットの創出等を図り、おおさか充電インフラネッ
トワークの加入が円滑に進む環境づくりを進める。
○急速充電設備最適配置シミュレータの開発・運用
急速充電設備の整備には工事費用も含め一定の投資が必要となる。そこで、充電設備の
適正配置計画の検討ツールとして、大阪府立大学を中心に開発されている「急速充電設備
最適配置シミュレータ」の活用を図る。その結果、急速／普通充電設備の選択も含め、パ
ブリックエリアでの適切な充電設備の整備を図ることが可能となる。
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府内だけにとどまらず、近畿
全域で充電インフラネット
ワークが確立している。

（出典：白地図専門店 http:www.freemap.jp/beginner.html）

普及初期

施策

普及拡大期
H26

実施主体

H23

H24

H25

H27

近畿全域と連携し、充電インフラネットワークの実
●
証実験を実施

●

●

大阪府、府内市町村、
隣県自治体、民間企業

■おおさか充電インフラネットワークの広域化

■充電インフラネットワークへの加入が円滑に進む環境づくり
充電設備の設置に係る電力契約の弾力化、優遇策創
●
設等の働きかけ

●

●

大阪府、国

充電設備導入における制度メリットの創出、その他
●
設置指針の策定

●

●

大阪府、国

■急速充電設備最適配置シミュレータの開発

●

●

大阪府立大学

※

実施主体のうち、四角で囲んでいるものは主導的に施策を実行する役割を意味する。

※

●：主導的施策実行機関において重点的に施策推進を行なう期間、△：同機関において施策推進の
準備期間、○：施策展開を概ね完了し、施策実施効果や定着度を維持する期間
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充電インフラの普及整備とネットワークの拡充

（２） まちなか充電スポット（普通充電設備）の整備促進
まちなかでの継ぎ足し充電用に、公共施設・集客施設等に 200V 普通充電
設備を整備するとともに、プライベートエリアでの普通充電設備の整備を促
進する。
○まちなか充電スポットの整備促進
EV 等利用者が外出先で気軽に継ぎ足し充電ができるよう、公共施設や集客施設を中心に、
まちなかのどこにでも 200V 普通充電設備が普及していることを目指して施策を推進する。
公共施設・公共的施設については、200V 普通充電設備の先行設置への協力要請を行う
とともに、商業施設・レジャー施設・飲食店などＥＶの利用が広く見込まれる施設に対し、
充電設備に関する情報発信や導入を働きかける。同時に民間事業者等が保有する充電設備
の一般開放を求めることにより、まちなか充電スポットの効果的な普及、整備促進を図る。
また、
「おおさかエコカー普及環境整備基金」を活用して、集客施設などに対する助成事
業を効果的に実施し、200V 普通充電設備の初期導入を促進する。
これらの取組みにより、平成３2 年度までのできるだけ早い時期に、大阪府域の広範な施
設への整備（1,300 基以上）をめざす。
○まちなか充電スポットに関する情報発信、PR の強化
パブリックエリアに設置された充電設備については、ユーザーの利便性に配慮し、その
場所を明示する必要がある。そこで、共通の充電ロゴマーク（商標：東京電力㈱）を活用
し、看板や誘導標識等の表示を設置者に広く呼びかける。
また、充電インフラマップの作成・公開やホームページ、カーナビ等の活用等を通じ、
充電設備利用の利便性向上を図る。
これらの取組みにより、充電設備が利用しやすいよう、まちなかの充電スポットとして
府民や事業者の認知度を高め、EV・PHV 普及への動機づけを図る。
○駐車拠点における充電設備の整備促進
EV・PHV の充電は、駐車中や夜間の充電が基本となるため、自宅や事業所等プライベ
ートエリアでの普通充電の整備が欠かせない。その中でも、全国に比べ居住者の割合が高
い集合住宅への導入は、一般ユーザーへの普及を図る上でも不可欠である一方で、設置に
あたっての手続きやコスト負担、運営方法の問題等、いくつかの課題も指摘されている。
このような状況を踏まえ、これらの課題の検討とともに、集合住宅や戸建て住宅、事業
所等の駐車拠点施設を対象にした充電設備設置の誘導策を検討するなど、効果的な取組み
を推進することによってプライベートエリアでの普通充電の整備を促進する。
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オフィスビル
マンション

EV・PHVの駐車拠点と
なる住宅・事業所への
充電設備設置を促進、
ユーザー層を拡大！
工場

プライベートエリア

戸建て住宅

まちなか充電スポット
（普通充電設備）の整備促進
スーパーマーケット

コンビニ

パブリックエリア
ガソリンスタンド

有料駐車場

まちなかに200V充電設
備を整備し、外出先どこ
でも充電できる状態に！

飲食店

普及初期

施策

普及拡大期
H25

H26

実施主体

H23

H24

H27

「おおさかエコカー普及環境整備基金」を活用した
●
200V 普通充電設備の助成事業の実施

●

開放型充電設備の提供依頼

●

●

●

●

● 大阪府

200V 普通充電設備の設置、一般開放

●

●

●

●

●

大阪府、民間事業者、
府内市町村

●

●

●

●

大阪府、充電設備設置
者

●

●

○

○ 大阪府、民間事業者

■まちなか充電スポットの整備促進
大阪府、民間事業者

■まちなか充電スポットに関する情報発信、PR の強化
充電設備共通ロゴマークの活用と充電設備の普及
●
啓発
200V 普通充電設備を設置・開放した民間企業の
●
PR 支援

大阪府、民間事業者、
関西広域連合

充電インフラマップの作成、公表

●

●

●

○

○

充電設備のカーナビへの入力等による情報発信

●

●

●

●

● 民間事業者

■集合住宅等駐車拠点への充電設備の導入推進策の
●
検討及び整備の促進

●

●

○

○

大阪府、府内市町村、
民間事業者、国

※

実施主体のうち、四角で囲んでいるものは主導的に施策を実行する役割を意味する。

※

●：主導的施策実行機関において重点的に施策推進を行なう期間、△：同機関において施策推進の
準備期間、○：施策展開を概ね完了し、施策実施効果や定着度を維持する期間
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EV・PHV 利用の促進策と普及啓発の推進

（３） EV・PHV 利用時における優遇策の提供
駐車時や充電時等、EV・PHV を利用する様々なシーンにおいて優遇策を
提供し、EV・PHV の利用インセンティブを創出する。
EV・PHV の需要創出に向けた誘導策として、EV・PHV 利用者が駐車時や充電時等の
様々な利用シーンで得をする仕組みを構築し、｢EV・PHV を利用したい」という気持ちを
喚起する。
○EV・PHV 利用によるインセンティブモデルの構築
EV・PHV の利用者に対し、日常の利用シーンにおいてインセンティブを提供する仕組
みの構築を目指す。具体的には、提携施設における EV・PHV の優先駐車や駐車場割引、
入場割引、飲食代割引といった施設優待や、高速道路料金の割引等の優遇策の実施につい
て、民間事業者等と連携した取り組みを行う。
また、EV・PHV 利用者に共通のシステムである「おおさか充電インフラネットワーク」
を活用し、充電量に応じてエコアクションポイントを付与するサービスについて、国の実
証事業等を活用しながら、民間事業者との協働により開発・運営する。
○EV・PHV 購入時のローン金利割引や自動車保険の保険料割引
EV・PHV の購入に伴うローン金利の優遇や自動車保険の保険料割引等の経済メリット
の提供について、関係企業等への働きかけを行う。
○CO2 削減「見える化」の推進
EV・PHV の利用により、環境に貢献していることの「見える化」や、充電で得たポイ
ントを地域や環境関連事業に対して寄付するようなシステム等を、国の施策とも連携しな
がら検討し、より EV・PHV 利用の満足度を向上させる取組みを進める。
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駐車料金 高速道路料金

施設入場料

飲食代

CO2
削減量が
見える！

自動車保険
などが

EV・PHVに乗っていると割引！

優先駐車が
できる！

P

さらに、共通ポイント制度によって

ＥＶ優先

充電するたびにポイントもゲット!

普及初期

施策

普及拡大期

H23

H24

H25

H26

提携施設における EV・PHV 優先駐車や、駐車場
●
割引等施設優待の実施

●

●

●

高速道路料金の割引の検討

●

●

●

○

「おおさか充電インフラネットワーク」を活用した
●
エコアクションポイント付与等の実証実験の実施

●

●

実施主体

H27

■エコカー利用によるインセンティブモデルの構築

共通ポイントプログラムの民間事業者による運営
■EV・PHV 購入時のローン金利割引や自動車保険の
●
保険料割引
■CO2 削減「見える化」の推進

△

大阪府、府内市町村、
● 民間事業者 、 各種施
設運営者
大阪府、高速道路運営
○
会社、国
大阪府、民間事業者

△

●

● 大阪府、民間事業者

●

●

●

●

大阪府、 保険会社 、
ローン会社

△

●

●

●

大阪府 、 国 、民間事
業者

※

実施主体のうち、四角で囲んでいるものは主導的に施策を実行する役割を意味する。

※

●：主導的施策実行機関において重点的に施策推進を行なう期間、△：同機関において施策推進の
準備期間、○：施策展開を概ね完了し、施策実施効果や定着度を維持する期間
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EV・PHV 利用の促進策と普及啓発の推進

（４） EV・PHV の普及啓発
試乗会や各種媒体を活用して EV・PHV の魅力を府民・事業者に発信し、
EV・PHV の普及を図る。
本マスタープランで掲げる EV・PHV タクシーやカーシェアリング、日本版 Autolib、
まちなかでの充電設備整備等の施策は、実際の乗車や視覚への訴えにより、府民や事業者
への啓発にもつながるものである。これらの施策を効果的に推進していくためには、情報
発信等も含め産学官、府民等あらゆる主体に積極的に参加してもらうことが重要である。
このため、本マスタープランの各種施策と連動して、EV・PHV の普及啓発を推進して
いくことで相乗効果を創出し、
「EV・PHV リーディング都市・大阪」の実現を図る。
○各種協議会組織メンバーと連携した PR の強化
「大阪エコカー協働普及サポートネット」や「大阪 EV アクション協議会」等の協議会
組織の構成メンバーを中心に民公協働で EV・PHV の率先導入を行うと同時に、環境関連
や地域イベント等において、試乗会や展示会、デモ走行等を行い、EV・PHV を PR して
いく。また、協議会メンバーとも連携し、ホームページ等各種広報媒体を活用した情報発
信を行う。
○既存施策と連携した PR の強化
「大阪エコカー協働普及サポートネット」において、EV・PHV の導入や充電設備の整
備、啓発事業等に協力する事業者を随時募集し、普及取組みのさらなる拡大を図る。
また、エコドライブ、グリーン配送等の既存施策とも連携し、あらゆる機会を通じて EV・
PHV の魅力をアピールするなど、積極的な普及啓発を図る。
普及初期

普及拡大期

施策

実施主体
H23

H24

H25

H26

H27

協議会の構成メンバーを中心に、民公協働で EV・
●
PHV を率先導入

●

●

●

●

大阪府、府内市町村、
民間事業者

環境関連イベント等を活用した車両展示や試乗会、
●
デモ走行等の啓発活動の実施

●

●

○

○

大阪府、府内市町村
自動車関連事業者

協議会メンバーと連携し、ホームページ、定期刊行
物、業界紙等、各種広報媒体を活用した普及取組み ●
の啓発周知

●

●

○

○

大阪府、府内市町村
民間事業者

「大阪エコカー協働普及サポートネット」会員の随
●
時募集

●

●

●

● 大阪府

エコドライブ、グリーン配送等の既存施策と連携し
●
た普及啓発

●

●

●

● 大阪府、府内市町村

■協議会組織メンバーと連携した PR の強化

■既存施策と連携した PR の強化

※

実施主体のうち、四角で囲んでいるものは主導的に施策を実行する役割を意味する。

※

●：主導的施策実行機関において重点的に施策推進を行なう期間、△：同機関において施策推進の
準備期間、○：施策展開を概ね完了し、施策実施効果や定着度を維持する期間
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（５） EV・PHV ビジネスの振興
EV・PHV タクシー、日本版 Autolib、おおさか充電インフラネットワー
ク等の EV・ＰＨＶ関連ビジネスを振興させる。併せて府民や事業者の実感
につなげ、将来の購買層開拓を行う。
EV・PHV に関連するビジネスを大阪から創出することで、産官学連携により EV・PHV
の普及促進を図りつつ、新たなビジネスを創出することによって、地域産業の振興を目指
す。また、EV・PHV を用いたタクシーや日本版 Autolib 等は、EV・PHV の実際の乗車
や視覚への訴求を通した実感機会につながり、将来の購買層開拓にもつなげていくことが
できる。
このため、本マスタープラン策定時点で実施中である EV タクシー、日本版 Autolib、お
おさか充電インフラネットワークといった EV・PHV ビジネス創出の芽となる事業の実証
実験を核として、様々な EV・PHV ビジネスの事業モデル確立を目指し、ビジネスの知見・
ノウハウ・産学官ネットワークを府内に蓄積する。
○EV・PHV タクシーの普及支援と事業確立支援
EV・PHV タクシーを府内に本格的に普及させるため、まずは EV タクシー等の実証実
験等を通して拡大を支援していく。
EV・PHV タクシーの課題として、以下のようなものが挙げられる。
・ 航続距離が限られているので「流し」営業をすることが難しい（EV のみ）
・ 近距離しか営業走行できない（EV のみ）
・ 顧客が EV・PHV タクシーを選んで乗ることできない
・ 顧客が EV・PHV タクシーを利用するインセンティブが無い
そこで、EV・PHV タクシー専用乗り場の整備、EV・PHV タクシーを優先的に呼び出
すことができる仕組み・端末等の整備（実証実験を踏まえて構築）、「おおさか充電インフ
ラネットワーク」のさらなる活用、EV タクシーを優先的に活用する事業者の募集などを進
める。その他にも、EV・PHV タクシーの実車距離の割合（稼動率）を高め、無駄な走行
が減るような、タクシー事業者が EV・PHV を導入しやすい環境を創出する技術開発を支
援する。
以上のような施策の展開は、タクシー会社の自助努力のみならず、大阪府や市町村によ
る後方支援も進める。
○日本版 Autolib の事業確立支援
Autolib は、パリで始まりつつある EV のワンウェイトリップ方式（乗り捨て利用）カー
シェアリングシステムである。従来のカーシェアリングでは集合住宅や商業施設等の定め
られた場所（車両ステーション）において貸出・返却が行われるが、Autolib では、都市の
路上に数多く設置されたステーションにて無人で貸出を行い、別の路上ステーションに返
却することができる新しい交通システムである。
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日本版 Autolib では、おおさか充電インフラネットワークと連携したカーシェアリング
システムや、充電場所情報提供システムが必要となるため、民間事業者が中心となってこ
のようなシステムを開発する。
また、おおさか充電インフラネットワークを活用し、日本版 Autolib ユーザーに対し、
充電量に応じたエコアクションポイントの付与等も実施する。
ただし、日本版 Autolib の課題として、利便性の高い駅前等は駐車を禁止されている場
合があること、駅前の駐車場の利用料金が高価であること等が挙げられる。こうした利便
性の高い場所に駐車スペースを確保するため、大阪府や市町村による規制緩和等の後方支
援を行う。
○おおさか充電インフラネットワークの事業確立支援
充電ビジネスのモデルとしては、充電サービスを受けた EV・PHV ユーザーが充電設備
設置者に対して対価を払う直接課金モデル以外の、新しいビジネスモデルが考えられる。
例えば、EV・PHV ユーザーに対して IT 通信システムを用いた施設情報（広告含む）や充
電設備案内、最短経路案内や万が一の充電切れの際のレスキューサービス等を受けられる
ような包括的な EV・PHV 利用支援サービスを提供し、充電以外の付加価値をつけてユー
ザーから対価を受け取るモデル等が考えられる。
また、充電設備設置者に対しては、ユーザーへの施設情報や広告掲載サービス等を提供
することにより集客を向上させ、充電設備設置者から対価を受け取るといったビジネスモ
デルも考えられる。
現在試験運用中のおおさか充電インフラネットワーク事業をビジネスとして自立的に運
営されるよう、上記のような「実証事業からビジネスへの発展」の可能性を産官学連携し
て検討を行う。
○自治体公用車 EV・PHV を活用したカーシェアリング事業の促進支援
市町村が公用車として使用しているＥＶ・ＰＨＶを地域住民に貸し出すことにより、府
民の試乗体験機会を創出し、EV・PHV の普及啓発を図る。
また、民間カーシェアリング会社等による、EV・PHV の公用利用と民間利用を併用す
るカーシェアリングのシステム開発を促進するなど、新たなカーシェアリングビジネスの
創出を図る。その際、自治体施設をシェアリング拠点として活用するなど、公用車の運用
を新たな形態として検討する。
○フェリカカード等を利用した、公共交通機関との連携技術の開発
上記のような EV・PHV タクシーや Autolib、充電設備、カーシェアリングビジネス等
の課金を円滑に進めるためにフェリカカード等を利用し、EV・PHV と公共交通機関との
１枚のカードでの連携を進めてユーザーの利便性を向上させる。
○その他、EV・PHV 新規ビジネスの創出支援
上記のビジネス以外にも、将来、その必要性が高まると考えられている EV・PHV の使
用済みバッテリーのリユース・リサイクルビジネス等、EV・PHV に関連するビジネスを
数多く産み出すことを目指す。このような新しいビジネスを創出するために、府内民間企
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業に対する EV・PHV 関連ビジネスに関する情報の提供を進める。
また、大阪発の EV・PHV 関連ビジネスモデル優良事例については、それらの府内外へ
の展開支援を、府を含めた関係者が一丸となって推進していく。

充電ビジネス
モデル案

システム提供
エリア拡大

システム会社
ＥＶ・ＰＨＶ
メーカー
充電設備
メーカー
広告代理店

充電設備設置
施設数拡大

さらに利便性
が向上！
商業施設・飲食店等
充電設備設置施設

最短経路
案内機能
充電設備
案内機能
その他
インセンティ
ブ提供機能

レスキュー
機能
ＩＴ通信
システム

施設情報
提供機能
（広告含む）

充電予約
機能

充電設備
設置施設

対価

対価

集客効果等の
メリット提供
情報とインセン
ティブ提供
対価

民間事業者でコンソー
シアムを組みビジネスモ
デルを作っていく
EV・PHVユーザー

充電サービス提供

EV・PHV活用ビジネス
利活用者の声
「土日限定で、市役所のEV･PHV
が乗れるんだ。たまにしか自動車
に乗らないから安上がりだね。」

「EV・PHVなので環境にも優しく、
乗り捨て利用できるので色々な
シーンで便利に使えます。」
EVShare

「エコな交通手段が
だいぶ増えた
なぁ。」

公用車カーシェア

日本版Autolib
「乗るタクシーを選ぶだ
けで、環境保全に貢献
できる時代になりまし
たね！」

EV・PHVタクシー
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普及初期

施策

普及拡大期
H25

H26

実施主体

H23

H24

H27

EV・PHV タクシー実証実験の実施

●

●

EV・PHV タクシー普及に資する技術開発

●

●

●

○

○ 民間企業

EV・PHV タクシー専用乗り場や EV・PHV タク
シーに関する規制緩和や特区設置等の後方支援を ●
実施

●

●

○

○ 大阪府

△

●

● タクシー会社、大阪府

■EV・PHV タクシーの普及支援と事業確立支援

EV・PHV タクシーの本格事業化、拡大支援

大阪府、 タクシー会
社、充電設備メーカー

■日本版 Autolib の事業確立支援
●

●

大阪府、カーシェア会
社、充電設備メーカー

日本版 Autolib における充電量に応じたエコアク
●
ションポイント付与の実証実験実施

●

大阪府、充電設備設置
企業、システム会社

日本版 Autolib の実証実験の実施、技術開発

日本版 Autolib の本格運用、運用体制の構築

△

●

● カーシェア会社

■おおさか充電インフラネットワークの事業確立支援
充電インフラネットワークの近畿全域と連携し、実
●
証実験の実施（再掲）

●

●

大阪府、府内市町村、
隣県自治体、民間企業

充電インフラネットワークの課金・ビジネスモデル
△
の検討

●

●

大阪府、民間企業等

■自治体公用車 EV・PHV を活用したカーシェアリング事業の促進支援
EV・PHV 公用車カーシェアリングの実証実験実施 ●

●

EV・PHV 公用車カーシェアリングの運営を簡素化
するシステムパッケージの開発、販売
■フェリカカード等を利用した、公共交通機関との連
●
携技術の開発

大阪府、府内市町村、
レンタカー会社

●

カーシェア会社、府内
市町村
大阪府、 システム会
社 、充電設備メーカ
○
ー、タクシー会社、カ
ーシェア会社

△

●

●

●

●

○

●

●

○

○ 大阪府

●

大阪府、カーシェア会
社、システム会社、充
●
電設備メーカー、タク
シー会社など

■その他、EV・PHV 新規ビジネスの創出支援
バッテリーのリユース・リサイクルビジネス等、
●
EV・PHV 関連ビジネスの勉強会・セミナーを開催

大阪発 EV・PHV ビジネスの全国展開、海外展開

●

●

●

※

実施主体のうち、四角で囲んでいるものは主導的に施策を実行する役割を意味する。

※

●：主導的施策実行機関において重点的に施策推進を行なう期間、△：同機関において施策推進の
準備期間、○：施策展開を概ね完了し、施策実施効果や定着度を維持する期間
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（６） おおさかの「技」と「知」を活かした EV 関連技術開発
ものづくり企業の「技」と大学等研究機関の「知」を結集し、大阪発の EV
関連技術開発を促進する。
大阪府は世界でも有数のリチウムイオン電池産業の集積地であり、その有力な出口製品
である EV・PHV の普及は産業の活性化に直結する。また、EV にはモータや軽量シート・
ボディー、静電気をためない内装、パワーデバイス、充電装置、新たなデザイン等、もの
づくり中小企業への潜在的波及効果が大きい。このため、EV 関連の技術開発が進むような
施策を積極的に進め、府内ものづくり中小企業を活性化させていく。
○EV 関連技術開発促進のための組織・仕組みづくり
大阪府では平成 22 年 11 月に、事業者・団体・大学・自治体事業者が協力・連携し、
EV を核とする大阪発のイノベーション創出することを目的とした「大阪 EVIS（EV
Innovators）
」を設置し技術開発やサービス開発を行ってきた。今後も「大阪 EVIS」が中
心となって技術やサービスの EV イノベーションを創出し続ける。
特に技術面でのイノベーションについては、平成 22 年 4 月に設立された大阪府立大学
EV 開発研究センターを中心として、大阪産 EV 開発を目指す企業や大学、団体を集めて設
立した「大阪産 EV 開発コンソーシアム」を中心に技術開発を行っていく。
また、府内ものづくり中小企業が行う EV 及び関連技術の開発の支援は、EV 開発研究セ
ンターを中核拠点として実施していく。同時に、
「おおさか地域創造ファンド」を活用し、
「大阪産 EV 開発プロジェクト」として、府内ものづくり中小企業が行う EV 及び関連技
術の開発に助成・支援を行っていく。
このような EV の技術開発を加速させるため、これまでに大阪府はミニ EV の乗車人員
に関する規制緩和、型式指定手続きの簡素化等を国に働きかけてきた。今後も必要に応じ
規制緩和や手続き簡素化の働きかけを行う。
○大阪産 EV 関連技術開発や機会の提供
EV メーカーと府内ものづくり企業とのオープンイノベーションマッチング商談会や EV
の技術や普及に関する国際会議・展示会の開催を行っていく。
○高等職業技術専門校等で EV 整備士の養成
EV の整備士を養成するため、高等職業技術専門校等の自動車整備課程において、EV 整
備のカリキュラムを導入することを支援していく。
以上の取組により、ものづくり企業の「技」と大学等研究機関の「知」を結集し、平成
27 年度末までに、大阪産 EV を 20 車種開発し、大阪発 EV イノベーションを 10 件創出
することを目指す。
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大阪EVIS
Ø EVイノベーション創出

大阪産EV開発
コンソーシアム

Ø
Ø
Ø
Ø

大阪府立大学
EV開発研究センター

EV技術開発
マッチングセミナー
大学による技術開発の促進
技術開発助成

おおさか
地域創造ファンド

おおさかの「技」と「知」を活かして・・・
目標：大阪産ＥＶ
２０車種開発

目標：大阪発
イノベーション１０件創出

数々の大阪発ＥＶ！

ＥＶ関連技術開発！

普及初期

施策

普及拡大期

実施主体

H23

H24

H25

H26

H27

持続可能な大阪発 EV イノベーションを創出する
ための組織「大阪 EVIS（EV Innovators）」を運 ●
営

●

●

●

●

●

●

●

大阪府、 大阪府立大
● 学、府内ものづくり企
業

●

●

○

○ 大阪府

EV の技術や普及に関する国際会議、展示会の開催 ●

●

●

●

大阪府 、EV メーカ
● ー、府内ものづくり企
業

EV メーカーと府内ものづくり企業とのオープンイ
●
ノベーションマッチング商談会の開催

●

●

●

●

●

●

■EV 関連技術開発促進のための組織・仕組みづくり

「おおさか地域創造ファンド」を活用し、「大阪産
EV 開発プロジェクト」として、府内ものづくり中 ●
小企業が行う EV 及び関連技術の開発に助成・支援
技術開発を加速化させる規制緩和、手続き簡素化の
●
働きかけ

大阪府立大学、 大阪
EVIS、大阪府

■大阪産ＥＶ関連技術開発や機会の提供

■高等職業技術専門校等で EV 整備士の養成
※

●

大阪府 、EV メーカ
● ー、府内ものづくり企
業
専門学校等、EV メー
●
カー

実施主体のうち、四角で囲んでいるものは主導的に施策を実行する役割を意味する。

※ ●：主導的施策実行機関において重点的に施策推進を行なう期間、△：同機関において施策推進の
準備期間、○：施策展開を概ね完了し、施策実施効果や定着度を維持する期間
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「EV・PHV リーディング都市」の実現に向けた EV・PHV のまちづくり

（７） EV・PHV のまちづくり
地域特性に合わせた施策を組み合わせて実施することにより、効果的に魅
力のあふれる先進的なまちづくりを進める。
（1）～（6）の施策は、地域の特性に合わせた総合的な取り組みを行うことによってさ
らに実効性が上がるとともに、府民や事業者への普及啓発効果も高まると考えられる。
○地域を絞ったまちづくりの計画・推進・情報発信
地域の特性に合わせた総合プロジェクトは、府内市町村や住民、関係企業、研究機関等
を巻き込みながら、大阪府と共同で実証事業コンソーシアムを組織して推進することが考
えられる。実証実験の企画、実施にあたっては、国の競争的資金等も活用しながら、全国
的に発信できる先進性・モデル性・実現可能性の高いものを検討し、提案していく。
また、本施策を計画・実施していく際に、駐車スペースの確保や充電、技術開発等にお
いて法制度上の課題が出てきた場合には、特区設置、規制緩和要望等を含めた検討・支援
を大阪府や市町村が中心となって行う。
同時に、このようなまちづくりを先進的な EV・PHV まちづくりのショーケースとして
国内外に発信していくことで、国内外の EV・PHV 関連の有識者や事業者、まちづくり関
係者等への認識・魅力度を高めていく。
なお、本施策の実施にあたっては、Ⅱ 4 大阪府の地域特性とその波及効果に記載した
ような地域の交通特性等を十分に考慮した上で、今後地域を絞って、実効性の高い施策を
検討していくものとする。参考として、地域特性に対応した取組の例を示す。
【地域の特性に合った総合的取組の例】
・ 公共交通機関が発達し業務用の自動車移動が多い中心業務地区
⇒業務用車両の EV・PHV 化を推進するとともに、充電設備や優先駐車スペース、
優先レーン等を設置。
・ 駅を中心として近距離移動が多い新興住宅街地域
⇒EV・PHV カーシェアリングを推進し、駅前や商業施設等にシェアリング拠点や
充電設備を設置、優遇策を提供。
・ 高齢化が進んでいるニュータウン
⇒高齢者向けの利便性確保のため、病院や商業施設と連携した会員制待機型 EV・
PHV タクシーの運用とタクシー会社による買物の代行。
・ 住宅が高密度に集積し、住と工が混在している地域
⇒地域企業によるミニ EV の開発と地域住民によるモニター運用。
・ 歴史的文化遺産など観光スポットのある地域
⇒EV・PHV レンタカーを用いたツーリズムを推進するとともに、観光拠点での充
電設備を整備。
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Ⅴ 計画の推進
１ 推進体制
EV・PHV の導入や社会インフラの整備等普及取組みの推進にあたっては、行政だけで
なく、府民・民間事業者と連携した大阪府全体での取組みが重要である。
大阪府ではすでに、EV・PHV 普及に向けた産学官連携の組織として、「大阪エコカー
協働普及サポートネット」と「大阪 EV アクション協議会」を設置し、環境及び産業振興
の両面から取組みの展開を図っているところであり、本マスタープランの施策は、これら
の協議会組織を活用して推進・進捗管理を行っていく。
さらに、啓発イベントや各種広報などの機会を通じ、府民や事業者などあらゆる主体に
「EV・PHVタウン」への参加を促すことにより、EV・PHV普及の取組み拡大を図る。

2 進捗管理
本マスタープランの推進にあたっては、大阪府が事務局を担っている「大阪エコカー協
働普及サポートネット」や「大阪EVアクション協議会」を通じ、普及状況調査や各種施策
の進捗管理を行いながら、PDCAサイクルに基づく取組みのフォローアップを実施する。
具体的には、EV・PHVの導入台数や充電インフラの整備状況などを随時調査することに
より、普及実績の的確な把握を行うとともに、年度ごとに、取組みの実施結果や施策効果
のとりまとめを行う。
また、府民・事業者へのアンケートや各種イベントなども活用し、EVやPHVのユーザー
の意見や充電設備の運用状況などの利用実態も把握することにより、施策の検証を行って
いく。
さらに、国内外でEV・PHVの販売が相次ぎ発表され、電動二輪車や充電設備などの技術
開発も進むなど、EV・PHVを取巻く環境は時々刻々と変化している。そのため、社会情勢
にも的確に対応すべく、国や全国の「EV・PHVタウン」選定自治体とも連携して、普及に
関する技術動向や各種施策について積極的な情報収集を図り、本マスタープランの取組み
に随時反映していく。
以上のとおり、本マスタープランに基づく取組みの実施状況や施策効果を定期的にとり
まとめながら、検証結果を効果的にフィードバックし、必要に応じて取組み内容の見直し
を行うことにより、計画の実効性を確保することで、EV・PHVの普及拡大を図る。
なお、本計画の終了段階には、EV・PHV の普及や産業振興の課題は、現状から変化し
ているものと想定される。このため、計画の最終年度である平成 27 年度には、EV・PHV
の普及状況や社会情勢などの変化を踏まえつつ、以降の施策について検討を行うものとす
る。
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Ａｃｔｉｏｎ
Checkに基づく
次年度計画への
反映

平成27年度末

Ｐｌａｎ

「EV・PHVリーディング都市・大阪」
環境と産業の両面でイノベーションを創出し、
関連する企業・人材・資金の集積を図る。

マスタープランに
基づく年度計画等
の立案

大阪エコカー協働普及
サポートネット、
大阪EVアクション
協議会による
施策PDCAの実施

Ｃｈｅｃｋ
進捗状況の
定期把握、
施策効果の検証

・EV・PHV 12,000台
・急速充電 33箇所
・200V充電 H32年度までに1,300基以上
自宅・事業所等への普及
・大阪発EVｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 10件

Ｄｏ
年度計画に基づく
施策の推進

平成28年度以降の施策については、EV・
PHVの普及、社会動向等を踏まえ検討
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■大阪府 EV・PHV のまち推進マスタープラン策定委員会 委員名簿■
氏 名
学識経験者

所属団体・職名

（委員長）
京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授
塩路 昌宏
（副委員長）
大阪市立大学 大学院工学研究科 准教授
内田 敬
田頭 直人

財団法人電力中央研究所 社会経済研究所 上席研究員

大下 隆三

トヨタ自動車株式会社 東京技術部 担当課長

有光 大

日産自動車株式会社 渉外部 EV 充電インフラ戦略チーム 主担

堤 健一

三菱自動車工業株式会社 EV ビジネス本部 エキスパート

電力会社

井上 祐一

関西電力株式会社 環境室 環境部長

関連企業等

楠本 浩司

大阪商工会議所 経済産業部 産業・技術振興担当課長

髙山 光正

オリックス自動車株式会社 カーシェアリング企画部長

田畑 貴也

株式会社ローソン 近畿 FC サポート マネージャー

谷岡 玄二郎

社団法人大阪府駐車場経営者協会 副会長

西村 忠士

日本ユニシス株式会社 エネルギー事業部 グループリーダー

福本 弘

大阪市環境局環境保全部環境規制担当 課長代理

米田 太治

堺市環境局環境保全部環境指導課 参事

自動車メー
カー

行政機関

（所属団体の五十音順（各区分）、敬称略）
（オブザーバー）
藤川 成治

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課 課長補佐

徳田 悦生

近畿運輸局自動車技術安全部保安・環境課長

小路 剛志

近畿地方整備局建政部都市整備課長

東 利博

近畿地方環境事務所 環境対策課長

石田 博文

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 主査
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