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1. はじめに 

電動車両（電気自動車）とは，古くは電池を充電して走行

するいわゆる「純電気自動車（EV）」を指していたが，現在

ではハイブリッド電気自動車（HEV）、外部充電機能を追加し

た「プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）」、水素燃

料電池自動車（FCV）を含めて広い意味で捉えられている．電

動車両に関する国際標準への取り組みとしては、2000 年頃よ

り水素燃料電池自動車の実用化を促進するための標準・基準

整備が進められている． 

近年、電気自動車，プラグインハイブリッド電気自動車の

本格普及への期待が世界的に高まっている中，2005 年に次世

代エネルギーシステムとしてスマートグリッドが米欧のエネ

ルギー政策に織り込まれ，2007 年には米国商務省（NIST）に

よるスマートグリッドの相互運用性に関する標準開発が始ま

った．また，日本では，2006 年の経済産業省による次世代自

動車用電池開発の提言を受け，電池に関する規格や規制制度

の整備のあり方，充電インフラ整備戦略の取り組みが強化さ

れ，現在も標準化活動が精力的に取り組まれている． 

なお，電動車両の国際標準，基準の動向については，2011

年春に発刊された自動車技術ハンドブック第10分冊に各領域

の専門家により解説されている．本稿ではその概要を説明す

る(1)． 

 

2. 電動車両の国際標準（ISOと IEC） 

国際標準化機構（ISO：International Organization for 

Standardization）では1972年にTC22(自動車)の傘下にSC21

を設立し，電動路上走行車両(Electrically propelled road 

vehicles)の標準化活動に取り組んでいる．また，国際電気

標準会議（IEC：International Electrotechnical 

Commission）では1969年にTC69(電気自動車）が設立され，

現在に至っている．ISO/TC22/SC21とIEC/TC69は相互にリエ

ゾンを配置し，協力して国際標準化に取り組む構成となっ

ている．なお、ISO/TC22/SC21の幹事国はドイツ，IEC/TC69

の幹事国はベルギーである． 

電気自動車の安全，性能，燃費など性能試験規格，駆動電

池システムなど車両部品に係わる標準化は ISO/TC22/SC21 が

担当し，電池・電気部品・コンポーネントに係わるものにつ

いては主にIEC/TC69 と関係TCとの JWG で担当されている． 

日本の審議機関はISO/TC22については自動車技術会である

が，その中のSC21（電気自動車）は日本自動車研究所である．

図１ は自動車用リチウムイオン電池の国際標準の関係であ

る(2)． 

 

表１．電動車両の国際標準化の取り組み 

審議委員会・分科会 作業部会 内容

ISO/TC22/SC21
(電気自動車)

WG1
WG2
WG3 

安全
性能
自動車用Li‐ion電池
パック/システム

IEC/TC69
(電気自動車)

WG4 充電方法

IEC/TC21/SC21A 
(小型二次電池)
IEC/TC69 
（電気自動車）

JWG69‐Li
JWG69‐Pb/Ni

自動車用Li‐ion電池セル
(性能・安全)
自動車用電池セル
（性能・安全）

ISO/TC197
(水素製品)

WG5
WG6
WG12

充填コネクタ
車載用高圧水素容器
水素燃料仕様

IEC/TC105
(燃料電池)

WG11 燃料電池単セル試験法

 

 

 

IEC/TC21/SC21A
アルカリ二次電池 ISO/TC22/SC21

電動車両

WG3
リチウムイオン電池
システム・電池パック

IEC/TC21 二次電池

IEC/TC21/SC21A/TC69
JWG 69 Li
電動車両駆動用リチウム二次電池

IEC/TC21/SC21A/TC69
JWG 69 Pb-Ni
電動車両駆動用鉛電池、ニッケル系電池

 

図 1. 電動車両駆動用電池の国際標準化活動 

 

3. 電動車両の基準と規格 

3.1. 電動車両の安全性 

電動車両は走行モータを駆動するインバータ，蓄電池など

高電圧の直流，交流回路から構成されており，乗員保護のた

めの安全基準が設けられている．また，水素燃料電池自動車

では水素に対する安全配慮が求められている． 

電気自動車の安全に関する規格はISO6469として2001年11
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月に発行され，現在ハイブリッド電気自動車，燃料電池自動

車を含めた電動車両全体に関わる規格となっている．この規

格は三つのパートに分かれ，主電池（パート1），車両の機能

安全（車両の操作・運転に関する安全：パート2），感電保護

（パート 3）の構成である．燃料電池自動車（FCV）の安全規

格は ISO23273（FCV の安全に関する仕様）が制定され，機能

安全（パート1），水素安全（パート2），感電保護（パート

3）の構成である(3)． 

 

3.2. 燃料消費率，電費の試験法 

ハイブリッド電気自動車には，駆動用動力源のほかに電池

などの電気エネルギーバッファがあるために，燃料消費率試

験前後の電池内のエネルギーレベル（SOC）の変化によって見

かけの燃料消費率が変わる．そのため，電池内のエネルギー

変化量が異なる数回の試験をあらかじめ実施し，その結果と

して得られる電気量収支と排出ガス成分の排出量の線形回帰

直線の傾きを基に，燃料消費率に補正して求める方法が採用

されている．試験法の規格ではISO23274のパート1が外部充

電のない，いわゆるガソリンハイブリッド電気自動車の燃費

試験方法が規格制定されている．またパート 2 として、外部

充電のあるプラグインハイブリッド電気自動車の燃費試験方

法の制定作業が進められている．なお，これらの燃費試験方

法はいずれも日本がプロジェクトリーダを担当しており，関

連する米国自動車規格（SAE）J1711 の改定作業と協力しなが

ら取り組まれている(4)． 

 

3.3. リチウムイオン電池 

リチウムイオン電池は高いエネルギー密度，出力密度を特

長とし，小型軽量の電池システムとして車載性に優れること

から，電気自動車，プラグインハイブリッド電気自動車にそ

の適用が拡大している．自動車用電池として試験方法の規格

整備が進められており，ISO12405「電気自動車－リチウムイ

オン電池パック及びシステムの試験仕様」の制定が進められ

ている．パート 1 はハイブリッド電気自動車用途を想定した

高出力型電池システムを，パート 2 は電気自動車，プラグイ

ンハイブリッド電気自動車を対象としたものとなっている．

自動車用リチウムイオン電池セルの試験規格IEC 62660「電気

自動車の推進用二次リチウムイオンセル」があり，日本がプ

ロジェクトリーダとなって制定が進められた． 

電池の安全規格としてISO12405のパート3の新設がドイツ

より作業提案されており，審議が進められている．一方，国

連において安全基準の整備も始まっている(2)． 

 

3.4. 充電システム 

電動車両の電池充電システムは図 2 のように区分される．

充電システム規格に関しては，各国の電力配電の事情が色濃

く影響することから，国際標準規格の統一化の難しさが表れ

ている．単相交流用充電のコネクタ規格では，接触方式の充

電カプラの規格としてSAE規格J1772が2010年に改定された．

IEC規格ではIEC61582-2 への日本提案はこのJ1772 と完全に

互換性を持たせた規格となっている． 

急速充電方式については IEC/TC69（電気自動車及び電動産

業車両）にて既存のIEC 61851-1（電気自動車用コンダクティ

ブ充電システム：一般要求事項），IEC 61851-21（同：車両

側要件），IEC 61851-22（同：AC 充電ステーション）が見直

し改訂作業にある． 急速充電については 2010 年に日本から

IEC 61851-23（同：DC 充電ステーション）及びIEC 61851-24

（同：DC 充電制御プロトコル）としてCHAdeMO方式を提案し

たことを契機に議論が活発化しているi．現在では単相コネク

タと直流コネクタのそれぞれの端子配置を一つのコネクタに

まとめたコンボコネクタの規格が検討されている(5)． 

 

 

図 2．電動車両の電池充電システム 

 

3.5. 電動車両のEMC 

EMC は Electromagnetic Compatibility の略で電磁両立性

を意味し，電磁的放射（Electromagnetic Emission）と電磁

的免疫性（Electromagnetic Emission）の二つの性能の確保

をもって，他の電子機器，人体を含む環境での共存両立を可

能とする電磁的な性能を意味する．この性能は，自動車にお

いて，国際的な型式認証基準として ECE-R10 に定義され，欧

州ではすべての車両に適用，運用されている．また外部電源

からの給電を用いる場合，インフラ電源網に接続する場合に

ついては，家電製品と同様の一般 EMC 指令への適合が必要と

なる．日本では電磁両立性の保安基準への取り込みが行われ，

2016 年 5 月以降の生産車両に適用される予定である．電気動

力を用いるハイブリッド車，電気自動車，燃料電池車は，従

来内燃機関のエンジンをもった車両と同様に本基準の適用対

象となっている．図 3 は充電システムに適用される EMC 試験

規格の概要である(6)． 
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図 3．充電システムに適用されるEMC試験規格 

 

3.6. 電動車両の静音性に関する動向 

ハイブリッド車や電気自動車などの電動車両は，環境及び

エネルギー問題を解決する手段の一つとして普及促進を図る

ことが期待されており，最近販売台数が急増し，今後登録台

数がさらに増加するものと予想されている．一方，これらの

車は構造的に音が小さく，その接近に気づきにくく危険と感

じるとの意見がユーザや視覚障害者団体から寄せられ，何ら

かの対策の必要性が指摘されている．このような状況を踏ま

え，国土交通省により検討会が設置され，2010 年 1 月には対

策のガイドラインが定められた．また海外においても，米国

や国連で同様の課題認識から検討が進められているところで

ある(8)． 

 

４. おわりに 

 電動車両の本格的な普及段階に入った現在，各国のエネル

ギー政策，産業政策を色濃く反映した国際標準化競争が始ま

っている．また，自動車と電気という二つの産業技術が融合

する電動車両では，ISO，IECの二つの国際標準化機構が相互

に関係する活動でもあり，また各国の規格整備も活発になる

ことから，今後も多くの国際活動が取り組まれると思われる．

電動車両に携わる技術者にとって，国際標準を制定作業にか

かわる絶好のチャンスといえる． 

2010年に経済産業省がとりまとめた「次世代自動車戦略

2010」では、標準化に携わる人材の育成と配備の必要性がア

クションプランに取り込まれた．技術的な専門性だけでなく，

長期的な展望に立った戦略的な思考，企画力そして国際会議

での議論ができる人材が求められている．本稿を読まれた方

が電動車両の国際標準化に関心を持っていただけることを期

待する． 
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