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1．はじめに 

都心における交通渋滞の緩和を図ると共に、温室効果ガスの

抑制・削減を図る大規模な都市交通システムの改編につながる新

たな取り組みが 2011年 12月にパリ市と約 30km圏内にある自治

体との共同計画として実施されることとなった。それが、オートリブ

１）（フランス語で「自動車」＋「自由」）である。 

この計画は、電気自動車（EV：Electric Vehicle）用充電ステー

ションとして、パリ市内に地上 500カ所、地下 200カ所、近郊の自

治体に約 400 カ所（整備予定は 700 カ所）、合計約１,100 カ所の

無人貸出ステーションを設けて行うカーシェアリングである。 

また、わが国においても、2011年 10月に東京駅の新丸ビル前

に EV とハイブリッド車(HV)専用のタクシー乗り場が設置され、運

用が開始された。東京駅周辺には、短時間で充電が可能な急速

充電器を含めた約 10カ所の充電ステーションが設けられている。 

このように、環境負荷の少ない低公害車を普及させる取り組み

として充電インフラの整備が着々と進行してきており、本稿では、

わが国の充電インフラへの取り組みの現状について紹介する。 

 

2．パリ市のオートリブの取り組み 

オートリブは、2007 年にパリ市長であるベルトラン・ドラノエ氏に

より発表・推進されてきたシステムである。各 EV ステーションは、

一般的に手荷物を持った方が無理なく移動できる距離とされてい

る約 300m間隔で設置し、４～10 台程度の駐車スペースを作って、

どのステーションから乗っても、返却可能な 24時間利用可能なシ

ステムとして提案されている。 

利用にあたっては、当初20～30ユーロ（2,100～3,150円）程度

の月会費を予定していたが、運用にあたっては 12 ユーロ（1,260

円）で実施されることとなり、使用時に利用料金として５ユーロ／30

分を支払う形で利用できる。さらに、旅行者も 10 ユーロ／日で利

用可能である。 

各ステーションのイメージ図を図－1 に示す。ステーションは、

駐車場として整備する方式と、この図のようにパーキングメーター

のある駐車スペースを活用し、利用登録を行う専用施設を歩道上

に設置する方式がある。利用にあたっては、タッチパネルより、登

録、目的地、その他オプション、使用可能（充電状況）等を確認し

て利用することとなる。 

 

図－1 オートリブ・ステーションのイメージ図２） 

 

導入される車両を図－２に示す。この車両は、Bolloré 社の開発、

製造によるEV「ブルーカー」であり、30 kWhの容量で250kmの走

行が可能である。 

なお、充電に要する時間は約８時間である。現在 2012 年度に

向けて 3,000台の配備を予定している。 

 

 

図－２ オートリブ・導入車両２） 

 

パリでは、「2011年から 2020年に向けた約 20年間で市内の自

動車交通量を40％に削減する」ことを目標に掲げ、都市交通対策

の一環としてカーシェアリングによる自動車保有台数そのものの

削減と、排出ガス濃度自体の環境負荷軽減を図るEV車両の導入

を一体的に取り組むために不可欠な充電インフラの整備が急ピッ

チで地域展開されてきている。 
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3．わが国の充電インフラについて 

3.1. 充電インフラのガイドブック３） 

わが国では、2009 年より新しい電気自動車やプラグインハイブ

リッド自動車が導入され、これらの電気自動車の普及および利用

拡大を図るために外部電力で充電する充電設備の設置が不可欠

である。平成 22年６月 28日の閣議決定によるわが国のエネルギ

ー基本計画における充電設備の設置目標は、2020 年を目途とし

て普通充電器 200万基、急速充電器 5000基とされている。 

一方、充電設備を新たに設置する場合、建物形態や設置場所

等により充電設備の方式が異なるため、経済産業省と国土交通

省により、充電設備を新たに設置される方（設置主体）が参照する

ことができる「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための

充電設備設置にあたってのガイドブック」が作成されている。 

 

3.2. 充電インフラの設備と充電方法 

EV への充電は、自宅・マンション等のプライベート充電と、高

速道路のサービスエリア・商業施設・各種駐車場等のパブリック充

電に応じた設備が求められている。 

すなわち、一般的にプライベート充電に用いられる充電設備は、

安価な深夜電力を活用する普通充電設備と、パブリック充電にお

ける急速充電設備の二つに分かれている。各充電設備の特徴を

表－１、充電種類別の充電方法における長所と課題を表－２に示

す。 

これらの充電設備の種類に基づき次のような特徴があると指摘

されている。 

① プライベート充電とパブリック充電利用割合を自動車 1 台あ

たりの日走行距離別構成比（平成 17 年度交通センサスに

基づく）で比較すると、プライベート充電を活用している車

両は、主に都市内移動を目的とし、全体の約 78％を占めて

いる。残りの 22％がパブリック充電を活用している車両であ

り、観光移動・周遊等の都市間移動を伴う目的利用となって

いる。 

② パブリック充電は、目的地の総距離に応じて必要とされる施

設利用が異なっており、 

・目的地充電：目的地でのついで充電 

・経路充電：継ぎ足し充電のために立ち寄る充電 

・緊急充電：駆け込み充電 

に大別される。 

③  総走行距離が長いパブリック充電の例として中日本高速

道路㈱の急速充電システムがあり、現在、2012年３月 31日

までの試行として、海老名 SA～多賀 SA までの各サービス

エリアに充電専用エリアと急速充電設備が設けられ、運用さ

れている。 

④ 電動バスにおける充電施設は、 

・ターミナル充電型運行 ：充電時間が長く、頻度は少ない 

・ターミナル＋途中充電型運行 ：中程度 

・バス停毎充電型運行 ：充電時間は短く、頻度は多い 

   の３種があり、バスの運行方式に応じた設備が求められる。さ

らに、バス停設置の場合には、バスベイにおける非接触式の

充電方法が必要となり、交通インフラとしての一体的な整備

が必要となる。 

表－１ 充電設備の種類３） 

 

表－２ 充電種類別の充電方法における長所と課題３） 

電池型 キャパシタ型
（コンデンサー）

プラグ式 架線式 非接触式 バッテリー
交換型

・大量充電が
可能

・短時間急速
充電が可能

・乗用車との共
用可能

・各バス停で急
速充電が可能

・路線のコイル
と車両のコイル
間で非接触方
式の充電

・軽量 ・普及多い
・バス停車時に
架線から充電

・寿命が長い
・ 感電の リス
ク、抜き差しの
手間がない

・残存エネル
ギーの正確な
把握が可能

・ 感電の リス
ク、抜き差しの
手間がない

・充電の所要
時間が長い

・エネルギー密
度が低い

・高速充電対
応

普及にはコスト
がかかる

・複数の電池を
所有・管理する
必要がある

・現段階では
走行距離に限
界

・充電設備の
普及が必要

・電池が重い
ので大がかり
な電池交換説
部が必要

・路線のコイル
と車両のコイル
間で非接触方
式の充電バス
停での短時間

・充電する必要
がなく、短時間
で電池を交換
可能

蓄電種類 充電方法

課
　
題

長
　
所

 

 

3.3. 大阪府で日本版オートリブのプロジェクトがスタート 

 環境省の「電気自動車による日本版Autolibに関する技術開発」

に関するプロジェクトとして、2011 年 1 月に電気自動車共同利用

事業プロジェクトが採択されている。その中で、オリックス自動車、

日本ユニシス、JVB、イードは、大阪府の協力を受け、 

①� 日産リーフ用カーシェアリング車載装置開発 

②� 充電インフラシステムとカーシェアリングシステム間のイン

ターフェースの開発 

③� ワンウェイ利用（乗り捨て）の運用ロジック開発 

④� 充電場所情報提供システムとのシステム連携開発 

⑤� エコ・アクション・ポイントシステムとのシステム連携開発 

⑥� 充電場所情報提供システムの開発 

に関する EV シェアリングの実証運行を含めた計画が進められて

いる。開発される予定のシステムを図－３に示す。 
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 この、日本版 Autolib の主たる特徴としては、エコ・アクション・ポ

イントを付与する仕組みと、EV 利用時に目的地までの走行距離

確認や充電場所情報をスマートフォンで確認できる情報提供シス

テムなどが組み込まれている。 

 

図－３ 日本版Autolib プロジェクトのシステム図４） 

 

 ここで、エコ・アクション・ポイントとは、環境省の推進事業として

展開された地球温暖化対策型の商品・サービスの購入や省エネ

行動応じて、ポイントが付与され、各種商品やサービスに交換で

きるものである。すなわち、自然との共生、環境保全等の多くの環

境負荷軽減策へのインセンティブを利用者に付与するものであり、

多くの自治体や業界で運用されている。特に、わが国のCO２排出

量の約 1/4 を占める運輸部門の中で多くを占める自動車の利用

を抑制する大都市部での取り組みに期待が寄せられている。 

 また、スマートフォンは、わが国の EVの弱点ともなっている充電

インフラの絶対数の不足を補う仕組みとして、 

①� 出発地から目的地までの走行距離確認 

②� 走行ルート周辺部の充電可能場所の表示 

③� EV スタンドの使いやすさ、入りやすさ、料金などのデータ

ベース化 

④� 充電スタンド満空情報 

が組み込まれる予定であり、将来的には、カーナビゲーションに

組み込んだ情報提供手段への拡張が期待できる。 

 

４．おわりに 

 東京におけるタクシーの EV化も冒頭で触れたが、わが国の EV

化は将来のエネルギー問題、環境負荷軽減への取り組みの中で

も、着実に転換するものと思われる。しかし、その普及には、計画

的な充電インフラの配置と供給システムの統一化が図られねばな

らない。 

パリの Autolibは、約 300m間隔でのステーションを計画してい

るが、わが国における、カーシェアリングの利用実績、レンタカー

およびタクシーとの差別化などを含めて、設置規模と運用方法に

ついて丁寧な検証が必要と考える。 

 筆者は、以前、東京電力および中日本高速道路㈱のプロジェク

トとして展開された大型貨物車のアイドリングストップ策として展開

した、駐車場における配電システムを委員として取り組んだ経験

がある。このプロジェクトでは工場や届け先からの要望によるジャ

スト・イン・タイムの搬入を実行するため、特に大都市周辺部の高

速道路のサービスエリアや、配送先周辺部の路上において駐車

し、夏・冬場のエアコン利用時のアイドリングを停止させる取り組

みとして、外部電源の提供ならびに外部電源で動くエアコンを大

型貨物車に装着させるものであった。この配電システムは先に述

べた高速道路のサービスエリアに昨今のEV化の社会的な動きに

対して、先行的に検討したものであった。 

 大型貨物車は、高出力を必要とするため、環境負荷軽減を図る

低公害型のエンジンの開発はなかなか難しく、ハイブリッドも極め

て高価となるため、導入がなかなか進まない状況である。しかし、

トラックターミナルにおいては、既に非接触型で電力供給が受け

られるターミナルも整備されており、今後のさらなる展開も期待さ

れる。 

 最後に、本稿でテーマとした、今日の EV 化ならびに充電インフ

ラの整備は、一般利用者を対象としたモビリティ・マネジメントの一

貫として、交通行動の選択について環境負荷軽減を図るために、

マイカーから公共交通に、あるいは、マイカーからカーシェアリン

グへ、さらにはより環境負荷の低減化を図るシステムへ移行する

ための「交通政策のパラダイムシフト」を展開するものである。私た

ち一人一人の生活習慣を如何にシステムにすり合わせるか、また、

地域毎の地勢・風土・気候等の社会的な状況に充電インフラを如

何にすり付けるか、の両面からのアプローチが不可欠になると考

える。 
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