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事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間団体等 
補助 

事業イメージ（設置場所イメージ） 

事業目的・概要 

電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）に必要

な充電インフラの整備を加速することにより、次世代自動車の更なる

普及を促進し、運輸部門における二酸化炭素の排出抑制や石油依

存度の低減を図ります。 

 EV・PHVの普及に不可欠な充電インフラの整備を図るため、整備の

加速が特に期待されるマンション、事業所、道の駅、高速道路SA・

PA等の駐車場に支援を講じます。具体的には、充電器等の購入費

及び工事費を補助します。 

 

 

 

 

 

成果目標 

 「日本再興戦略2016」における、2030年（平成42年）までに新

車販売に占める次世代自動車の割合を5～7割とする目標の実現に

向けて、普及に不可欠な充電インフラの整備を推進します。 

補助（1/2、2/3、定額） 

事業者等 

 
 
 
 

急速充電器 

高速道路ＳＡ・ＰＡ 道の駅 商業施設 

宿泊施設 マンション 

普通充電器 

【設置場所】 

【充電器タイプ】 

事業所・工場 

1-1 充電インフラ整備促進事業の概要（2017年度 18億円）① 



※補助率は、工事費は全額補助、機器は場所・機器の種類により全額、２／３または１／２ 

1-2 充電インフラ整備促進事業の概要（2017年度 18億円）② 

補助対象 

2012年度  2014年度 2016年度 2017年度 

240億円 300 億円  25 億円  18億円 

○ 予算額  

№ 公共性 事業名 対象設備 

１ 公共用 

 高速道路ＳＡ・ＰＡ及び
道の駅等への充電設備設置

事業（経路充電） 

・「高速道路ＳＡ・ＰＡ（新設または電欠防止の観点から
特に重要なところに限る）」「道の駅」「空白地域」に

おける充電設備。 

 

２ 公共用 

 商業施設及び宿泊施設等
への充電設備設置事業（目

的地充電） 

・「商業施設」「宿泊施設」等のＥＶ・ＰＨＶの利便性向
上の観点から電気自動車等の普及に特に有効な施設にお

ける充電設備。 

 

３ 非公共用 

 マンション及び事務所・
工場等への充電設備設置事

業（基礎充電） 

・「共同住宅」等の駐車場における充電設備。 
・「工場・事業所」の従業員駐車場、社有車駐車場におけ

る充電設備。 

４ ー  課金装置設置事業 ・既存の充電器に対して追加で設置した課金装置。 



「EV・PHVロードマップ」（2016年3月23日公表） 

 EV・PHVの普及台数目標 

  2020年に国内保有台数を最大100万台とすることを新たに目標として設定。 

 充電インフラの整備方針 

• 公共用の充電器については、電欠の懸念を払拭するため空白地域を埋めるとともに、道の駅や
高速道路SA・PA等のわかりやすい場所に計画的に設置する最適配置の考え方を徹底。また、
大規模で集客数の多い目的地から重点的に設置を促進。 

• 非公共用の充電器については、国民の約４割が居住している共同住宅への設置がEV・PHVの潜
在市場の掘り起こしに向けて極めて重要。 

2016年（実績）※ 

（新車販売台数） 
2030年 

従来車 65.15% 30～50% 

次世代自動車 34.85% 50～70% 

ハイブリッド自動車 30.76% 30～40% 

電気自動車 
プラグイン・ハイブリッド自動車 

  0.37% 
  0.22% 20～30% 

燃料電池自動車   0.02% ～3% 

クリーンディーゼル自動車   3.46% 5～10% 

（出典） 次世代自動車戦略2010、自動車産業戦略2014 ※2016年度における新車販売台数に占める割合 

乗用車車種別普及目標（政府目標） 

1-3 概要  ～EV・PHV普及目標～   



1-4  概要 ～EV・PHVの累計台数と 充電インフラ基数～  

EV・PHV (台数)  公共充電設備(基数) 

27,835 
165,516 

・充電インフラについて、基数では約28,000基だが、箇所数ではまだ2.1 万箇所程度。 
・EVPHV台数について、2020年までの70～100万台という目標に対しては大幅に遅れている。 

経済産業省調べ 



2-1 設置場所ごとの設置状況  

№ 公共性 
主な 

設置場所 設置状況（2017年3月末） 補足 
2017年度 

目標 

１ 公共用 

高速道路 
ＳＡ・ＰＡ 

・既に372基を設置 
・残る空白区間（70㎞）約20箇所 

・2020年までの4年間で毎年4～6 
 基程度を計画的に設置 

2～8基 

道の駅・空
白区間 

・道の駅には既に726基を設置 

・残る道の駅・空白区間約500箇所 

※地方自治体からの設置ビジョンを
参考に算出 

・地方などの重点経路に引き続き
設置促進するとともに、2020年
までの4年間で毎年100～150基
程度を計画的に設置 

100基 

2 公共用 

目的地 
・既に約17,000基を設置 

・ロードマップでの目標は2万基 

・2020年までの4年間で残り  
 3,000基を計画的に設置 

1,200基 
うち 
ディーラー 

・約80％（推定）の店舗に既に設置 
 済み 

・ユーザーニーズは高い 
 

3 
非公共
用 

個人宅（マ
ンション・

戸建）・事

務所・工場
など 

・日本の住宅総数約5,200万戸に対 
 し、普通充電の充電コンセントは 
 約55万基程度にとどまる 

 ※EVPOSSAホームページ 

・ほとんど設置されていない 
・EV・PHVの所有者の90％以上 
 が一戸建 
⇒2020年までに既築マンション 
 への設置が必要。 

2,000基 

⇒EV・PHVを普及させるためには、受益者が限定的である非公共用の充電について
も補助する必要があると考え、特に設置状況が思わしくなく、EVPHV普及の障壁と
なっているマンションへの設置率を上げるため、業界を挙げて取り組んでいる。 



出典：デロイト・トーマツコンサルティング合同会社「次世代車に関する消費者意識調査」（2015年） 

2-2 EV・PHV普及の障壁  



・「EV・PHVロードマップ」（2016年3月23日公表）に記載の通り、共同住宅への設置の促進
が必要。 

・利用者が増えない限り、これまでに補助金を活用して設置をした充電インフラが無駄になって
しまう。また、これからはニーズがある場所に効率的に設置をする必要がある。 

・国民の約4割が共同住宅に居住するが、ガソリン車と比較して、EV・PHVは極端な所有者の居
住に偏りがある。 

2-3 マンション（基礎充電）における取組 

■日本の住宅事情 

戸建 

60％ 

共同住宅 

40％ 

■EV試乗希望者の住居 

戸建 

60％ 

共同住宅 

40％ 

■実際のEV購入者の住居 

戸建 

90％ 

共同住宅 

10％ 

平成25年住宅・土地統計調査（総務省）に基づき作成 経済産業省調べ 



・新築戸建ての40％に充電設備が設置されているが、新築マンションは１％未満。 

 また、既築戸建てへの後付けの場合、工事費は2～10万円程度で済むので、EVPHV普及の障壁
にはなりにくいが、既築マンションの場合工事費は50～150万円となるため、補助金無しでは
設置が進まない現状。 

2-4 マンション（基礎充電）における取組 

「共同住宅には充電インフラがな
い」という阻害要因を排除すること
でマーケットがほぼ倍増する！ 
⇒加速的な台数増 

「EV・PHVの台数増」により、充
電インフラのビジネスベースでの普
及拡大へとつなげる！ 

■新築戸建の 

充電設備設置状況 

非設置
60％ 

設置 

40％ 

■新築マンションの 

充電設備設置状況 

非設置
99％
以上 

設置 

1％未満 

経済産業省調べ 



2-5 マンション（基礎充電）における目指す姿 

既築につけるに
は工事費が高い 

新築につけても
利用されないか
らつけない 

目指すべき姿：新築マンションの充電インフラが標準仕様となり、多くの住民が利用 

EVPHVが普及
していない 

途中で利用者があらわれても・・・ 

その結果・・・ したがって・・・ 

現状：負のスパイラル 

モデルケースを作成 
（既築への設置による実証） 

住民の充電器設置ニーズがあることをデ
ベロッパー等が認知 

デベロッパーが新築に標準仕様で設置 

EVPHVの普及が促進される 

多くの既築への設置が促進 

目指すべき姿：好循環 



3-1 充電器の利用料について 

 設置されている充電インフラの多くは、NCS※によりネットワーク化されており、
NCSと各自動車メーカーとの提携により、どのメーカーの車であっても、各社が発行す
る充電カードを使用し充電器を有料で利用できる。 
 自動車メーカー各社により利用料は異なり、たとえば自動車メーカーのカードによっ
ては、月定額料金で急速充電器が原則使い放題になる、というプランもある。 

急速充電器 

普通充電器 

充電器ユーザーのカードで 

ショッピ
ングセン
ター・デ
ィーラー
・充電器
設置専門
業者 

充電時の 
電気代相当額 

定額料金/ 
都度料金 

NCSが 
負担した 
コストを 
支払い 

※2014年5月26日、自動車メーカー4社は、電力会社・金融機関とともに、利便性を向上 
 する充電インフラ設置によって電気自動車を広く普及させる組織、 
「日本充電サービス（NCS）」を合同で設立した。 



3-2 充電器における料金体系について 

月収:7.5万円 
1日5台 月150台 
1回30分 500円 

設置者の収入 
（ユーザーの支払う料金） 

月額：2万円 
機器1台120万円 
（240万円×1/2） 
1月あたり2万円 

イニシャルコスト 
（１／２補助金を 

除いた機器代を5年で回収） 

月額：20～50万円 
（うち従量電気代は

30分150円） 

ランニングコスト 
（契約電力変更に伴う月額料金増・電
器使用料金・修理費用・コールセンタ

ー費用・課金システム通信費） 

－ － 現状 

目指す姿 

EV普及と単価アップ 

・補助上限額の低減（毎年2割程度の削減）により、充電器メーカーによる機器代のコストカットへの
取組を促進している。その結果、メーカーにより程度に差があるものの、取組が加速されている。 

・上記は従量課金を前提とした試算であるが、実際には各自動車メーカーにより料金体系はまちまちで
ある。またユーザー負担を求めすぎると、EV普及の妨げとなることも想定できる。 

 充電インフラの設置は、未来への先行投資ではあるが、現状は課金収入だけでは大幅赤字になってい
る場合が多い。 

月収:30万円 
1日10台 月300台 
1回30分 1,000円 

月額：10～30万円 
（うち従量電気代は

30分150円） 
－ － 

充電器メーカーによ
る機器代低減 
（補助金無し） 

コールセンター費用
や修理費用の低減 

月額：6万円 
機器1台120万円 
工事費250万円 
1月あたり2万円 

急速充電器の場合の例） 
※高速道路を除く 



初期段階 

～2014年 

4-1 今後の支援体制について 

「電欠なき日本」をめざし、経路充電に注力すると
とともに、目的地充電の整備も充実 

8万台 

16万台 

  普及の段階           課題                     台数 

台数が伸び悩む背景を分析し基礎充電、特にマンションへの設置が課題であることを把握 
（詳細は論点①に記載） 

次の段階 
2017年～ 
2018年 

「電欠なき日本」をめざし2020年までに計画的に
設置するとともに、基礎充電の模索と啓発の必要性 

「EV・PHVロードマップ」（2016年3月23日公表）の目標では、2020年に70～100万台、「長期エ
ネルギー見通し（2015年7月）」では、2030年のEVPHVの保有割合を全体の16％（おおよそ1000万
台）と見込んでいるが、現状からはほど遠い。 

⇒現時点で補助金による支援を打ち切ってしまうと、目標の達成は不可能。 

 さらなるEV・PHV普及策を、国、地方行政、有識者、自動車メーカー、充電器
メーカー、デベロッパー、マンション管理会社、商業施設などあらゆる関係者が
一体となって考え、補助金ありきではない、自立的なビジネスモデルを確立する
ことが必要で、自立化が見据えられるまでは補助金による支援が必要。 

～2016年 
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3

基
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急速 普通

（ゼンリン調べ） 

【参考資料1】急速充電器と普通充電器の内訳 



【参考資料２】マンションにおける普及促進策の検討～ 

２．ハード面 
・工事の困難さ 
⇒新築時の事前配線の横展開 
・機械式駐車場での操作の危険性 
⇒小型充電器の開発促進 

１．コスト面 
・既築への後付け設置工事費の高さ（普通充電でも50～150万円） 
（cf.戸建の場合や新築マンションの場合は10万円程度） 
⇒補助金制度の利用 
・メンテナンスコスト（年間約20万円）） 
⇒課金やメンテナンスについての自己管理手法の横展開 

３．ソフト面 
・設置コストを誰が負担するか 
・課金の仕方のルール作り 
・利用されていない充電器への対処 
・管理組合の合意形成までの管理会社の労力（既存
マンション） 
⇒好事例の横展開 

①基礎充電研究会の場で好事例を共有し、推進することを確認 
②マンション管理会社による居住者のEV購入希望者の把握⇒自動車メーカーへ連携⇒充電器メー
カーが低コストの工事を実施⇒補助金制度活用という新たなビジネスモデル作り 
③マンションにおける「カーシェアリング」のモデルケース作り 
④小型充電器の開発促進 

 国、地方行政、有識者、デベロッパー、マンション管理会社、自動車メーカー、充電器メーカーを
中心に約30の企業・団体を集め、2016年度に「基礎充電研究会」を2度開催し課題整理。 

【対応策】 



急速充電器 普通充電器 

コンセント型 

【参考資料３】 充電器の種類 

スタンド型 

・普通充電器は単相交流200Vまたは100Vを使用。 

・急速充電器より充電時間はかかるが、設備導入費
用の負担が比較的少ないのが特徴。 

・長時間駐車する住宅や事務所などのプライベート
エリアや時間貸し駐車場・宿泊施設・商業施設な
どパブリックエリアでの利用に適している。 

・コンセント型は工事費が安いので、戸建の場合、
100Vでコンセント型が選択されることが多い。 

・急速充電器は、電源に200Vを使用し出力50kW
が一般的。 

・高圧供給による契約が必要な場合が多く、設置
にコストがかかる。 

・高速道路のSAなど短時間で充電をする必要があ
る場所への設置が多い。 

機器価格イメージ 
0.5万円 

機器価格イメージ 
80万円 

機器価格イメージ 
100～300万円 



地方 3大都市圏 

・車を保有するコストが高いことから、カーシェア
化、EV化により排ガスが少なく、地球環境にも
優しい地域づくり。 

・ワンウェイ利用可能な超小型モビリティの活用。 

・公共交通機関の駅から少しの距離の移動について
は超小型モビリティなどのEV利用を促進し、都
市部にガソリン車が入らなくてもよい仕組みに。 

・狭い道を楽に通れて、排ガスが少なく、地球環境
にも優しい地域づくり。 

 

・ガソリンスタンドの減少という課題をクリアす
るため、自宅でのEVへの基礎充電を促進。 

・高齢者にも操作性が高く、自動車よりも運転が
楽な超小型モビリティなどのEV活用。 

 

【参考資料４】都市と地方におけるEV活用のイメージ 

人口    ：約50％ 人口    ：約50％ 

充電インフラ：約47％ 充電インフラ：約53％ 

EV台数   ：約45％ EV台数   ：約55％ 

※EV台数はCEV補助金交付件数を元に2009～2015年の累計を使用し概算で算出、充電インフラはゼンリン調べ 

面積    ：約15％ 面積   ：約85％ 



東京 仙台 

【参考資料５】都市と地方における充電インフラの設置密度 



【参考資料６】急速充電回数（設置場所単位） 

・把握可能な限りで調査（急速5,609基を調査） 

・29年4月単月の使用状況を確認 

・多くの充電器で平均1日1台以上は使われており、経路充電に役立っていることが確認できる。 

・さらに、高速道路上での利用実績についても定期的に調査をしており、2016年5月のデータでは、浜
松SAを中心に最高で1日に24回利用されており、充電渋滞が発生している。 

・また、談合坂、海老名、足柄、岡崎については、利用実績が多いことが確認できたことから、高速道
路上は1箇所1基が原則のところ、2基設置をしている。 

設
置
場
所
数 



【参考資料7】ガソリンスタンドとの比較 

変動費 

6％ 

原価 

約88％ 

ガソリンスタンド 充電設備 
（将来※） 

原価 

約15％ 

・ガソリンスタンドは、税金などを含む原価が一般的に約8～9割程度といわれている。 

・一方、充電設備の原価は従量電力が30分150円程度と仮定。充電料金が30分500円程度と仮定すると、原価のウェ
イトが低いため、EV台数が増えればガソリンスタンドよりもビジネスベースに移行しやすいように見える。 

・ただし、固定費（初期設置コストの回収、契約電力変更に伴う月額料金増など）が多くかかることが特徴で、固定
費回収のためには固定費自体を引き下げるか、利用台数を増やすことが必要。（「3-2 充電器における料金体系に
ついて」参照） 

 

※月利用台数300台30分1000円（売上30万円）、従量電力4.5万円、定額電力5万円、固定資産税0.5万円、機器・工
事費（月割）6万円、オペレーションコスト13万円と仮定 

 

固定費 

5％ 

営業利益 

1％ 

変動費 

44％ 

固定費 

38％ 

営業利益 

3％ 



【参考資料8】超急速充電について 

 一般社団法人チャデモ協議会は2017年3月、電動車両の急速充電規格を改定し、従来より
高出力の充電が可能になったと発表。 
 これまでのチャデモ規格と呼ばれる直流型急速充電規格は、最大電圧500V、最大電流
125Aと定められていたが、最大電圧500V、最大電流400Aの出力を可能とした。 
 この改訂により、従来50kWであった実効充電出力を150kWまで向上させることが可能と
なり、おおよその目安ながら、充電時間を従来の3分の１にすることが可能。 
 超急速充電器は市場にはまだ出ていないが、今年度の補助金規定上で新たに超急速充電器
のカテゴリーを設け、普及を支援する方針。 



航続距離 

大型 

長距離 

EV 

短距離 

FCV 

小型 

GV 

【参考資料9】ＥＶ ＦＣＶの特徴 

車体のサイズ 


