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エグゼクティブサマリー
世界各国の政府と議会において、道路輸送の電化に対
する取り組みがますます強化されています。そして、自動
車メーカーもこの流れに対応しています。現在、各自動
車メーカーが電気自動車（EV）の生産に投資しているた
め、今後は内燃エンジン（ICE）自動車の生産が減少する
こととなります。電化に関わるリードタイムを考えると、
各自動車メーカーにおいては間もなく、内燃エンジン搭
載車の生産ラインへの新規投資は途絶えるでしょう。

問題は、その移行が実施されるか否かではありません。
むしろ問題は、「新世代のEV+が英国で生産されるのか」
、または「英国では自動車の生産が徐々に終息し、輸入
する立場になるのか」という点です。

現在、英国の自動車メーカーの製品は大部分が輸出に
向けられていますが、こうした問題には「今後も英国が
その生産拠点としてふさわしいかどうか」という点もあ
る程度関わってきます。そして同様に、EU離脱交渉の結
末にも大きく左右されることとなります。いずれにせよ、
今後の英国自動車産業の繁栄は、英国とEUとの貿易関
係の問題と並び、「バッテリー生産が英国内で行われる
か否か」に非常に大きくかかっています。

自動車メーカーとバッテリーメーカーが互いに近い場
所に存在すれば、強い相乗効果1が得られます。世界的
な自動車生産ネットワークにおける熾烈な競争を考え
ると、こうした相乗効果は自動車の「生産場所」に大きく
影響することとなります。つまり、電気自動車用バッテリ
ーを組み立てるための新たな巨大工場を英国外にのみ
建設した場合、国際的な自動車メーカーも、英国外の工
場で生産された将来のEVモデルにしか投資しなくなる
というリスクが高まります。

そのため、EVの生産に切り替えると、英国の自動車産業
の雇用を危険にさらすことになります。最悪の場合、英
国で大規模なバッテリー生産を行えないまま、英国内の
自動車メーカーで内燃エンジン自動車の生産が段階的
に縮小されるため、英国の自動車セクターで直接雇用

されている186,000人の仕事が次第になくなっていきま
す。こうした状況変化の速度は、当社のモデル化に用い
る様々な変数により左右されるため、予測が困難です。
とはいえ、妥当なモデル想定であれば、いずれにしても
影響の規模は相当なものとなるでしょう。英国内にバッ
テリーの巨大組立工場を設置しない場合、英国の自動
車組立の雇用の30～82%が消失すると予測されます。

しかし、実現の方向性を180度転換させ、英国がアジア
などの投資家と提携を結んだ場合、バッテリーとEV両
方の生産において世界をリードできる可能性がありま
す。このシナリオでは、英国の既存の健全な自動車産業
を基礎とし、バッテリーとEVの欧州の中心的な生産拠
点としての英国の立場を確立することで、世界的な市場
シェアを大きく拡大します。その結果、英国の自動車生
産は現在よりも大幅に増加する可能性が生じます。ただ
し、こうした成果の実現は困難です。英国内での「成功」（
英国政府にとって実現困難）と、欧州各地での「失敗」と
いう両条件を揃える必要があるためです。

そのため当社は、上記の明るいシナリオだけでなく、「英
国の自動車産業が徐々に衰退する」というネガティブな
ケースを回避するための措置にも注目しました。まず、
以下の解決策を模索しました：

英国内にバッテリー組立工場を十分に確保した上、英
国の電気自動車生産の水準を（少なくとも、現在の英国
の内燃エンジン自動車市場のシェアレベルに）維持する
方法。さらにその結果、業界の雇用数を少なくとも現在
の雇用レベルと同等に維持する方法。

当社はこの解決策を見いだすため、「英国の自動車セク
ターが安定を保ち（英国における自動車の需要とEU離
脱後の貿易関係を合わせた観点から）、英国でのEV需
要が世界のEV需要のトレンドに後れを取らない」という
基本ケースを想定しました。

2040年に向けた英国の電気自動車と
バッテリー生産の将来性

1この中には、ジャストインタイムの生産に対する大きな柔軟性、政治や風潮による衝撃に対するサプライチェーンの大きな信頼性、バッテリーシステムに対する知識
のエコシステムの形成が含まれます。
+本レポートにおいて、EVとは、バッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）を含むものとします。
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背景：ICEからEVへの移行 – 当社の基
本ケース
この基本ケースでは、英国でのEV車とバッテリーの生
産の成長は、以下のような様々な要因により左右され
ます： 

1) 世界的な自動車販売量
2) 世界の排出規制
3) EVバッテリーコストの減少率
4) EVバッテリー出力の増加
5) 輸出入環境

予測の上限と下限を計算するため、当社は、上記の
各要因について楽観的／悲観的の両観点からの想
定を適用しています。2018年に英国内で生産された
自動車160万台のうち80%が輸出され、その半分以
上が欧州に輸出されていることから、明らかに輸出
市場が主要問題となります。このような輸出市場に
おいて、当社のモデルでは、主に欧州と米国以外（特
に中国）からの需要により、2019年～2040年の間に
自動車販売数の合計が年間1.3%増加すると想定し
ています。そこに排出規制、EVバッテリーコストの減
少、EVバッテリー出力の増加に関する別の想定を適
用し、英国では2040年までに110万～200万台のEV

が生産されるという当社の基本ケースの予測を作成
しています。

バッテリーはEVの価格の40%を占めるため、このシ
ナリオにおいて英国のEVバッテリー需要を満たすと、

（あり得ない仮定ではありますが）もしバッテリーが
海外のサプライヤーから100%調達される場合、英国
の輸入額が2040年までに年間50億～120億ポンド増
加する可能性があります。しかし、その水準でのEV生
産はほぼ間違いなく、英国内での確実なEVバッテリ
ー供給が確立できるかどうかに左右されるため、より
興味深い点は、それに伴う英国のバッテリー生産施
設が英国の産業に対する重要な機会となるというこ
とです。 

当社の基本ケースの想定において、Faraday Institution
のバッテリー需要の予測モデル（IHSのデータに基づく）
では、英国における2040年のEVバッテリー生産力が年
間60～200 GWh（欧州で予想される2040年の年間バッ
テリー生産力1,200 GWhの5%～17%）となる必要があ
ります。これには、英国のバッテリー生産の大幅な成長
が求められます。つまり、今後約20年間で、英国内に4
～13箇所のバッテリー大量生産工場（以下「巨大工場」
という）を建設し、各工場が毎年平均15 GWhのバッテ 
ー容量を生産する必要があるのです。 
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英国の自動車メーカーは、主要市場に対する現在の生産率を維持す
ると、2040年までに110万台～200万台のEVを生産できます。世界的
成長は年間1.3%と推定されますが、当社モデルでは英国に関してや
や控えめな成長経路値（1.1%）として予測しています。
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3つのシナリオに基づくと、英国で生産されるバッテリーに対する英国
とEUの需要は、2040年までに年間60～200 GWhに達する（4～13箇
所の巨大工場に相当）可能性があります。世界的成長率は年間1.3%
と推定されますが、当社モデルでは英国に関してやや控えめな成長
経路値（1.1%）として予測しています。

英国で生産されるバッテリーの予測需要量
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内燃エンジン自動車の生産からEV生産への世界的な
移行は、英国の労働市場に大きな影響を与えます。英
国内でEVとバッテリーの両方の生産体制を確保できな
い限り、雇用創出が雇用喪失を上回ることはありませ
ん。当社の基本ケースシナリオの予測では、現在英国に
おいて、内燃エンジン自動車の生産に依存している約
7,000～20,000人の雇用が2040年までに失われます。し
かし、英国内に新たなEVバッテリー供給体制が十分に
確立され、英国のEV生産に関する当社の基本ケース予
測が維持された場合、英国の新たなバッテリー巨大工
場やそのバッテリー材料サプライチェーンで新たな雇用
が創出され、予測される内燃エンジン自動車の雇用喪
失を埋め合わせる以上の効果が期待できます。

当社の基本ケースでは、バッテリーパック、バッテリーセ
ル、電極の生産がすべて英国内で行われることを想定
しています。このシナリオでは、英国におけるEVエコシ
ステム関連の雇用が32%増加すると予測されます。その
結果、EVとEVバッテリーエコシステムの業界全体の労
働人口が186,000人から246,000人に増加する可能性が
あります。また、EVへの移行により、自動車技術者、機械
工、電気技術者、サービスステーションのスタッフなど、
補助的な人員の確保も必要となります。労働市場に対
するそれらの変化は、英国でのEV生産の動向（本調査
の範囲外）2よりも、英国における「EVに対する取り組み」
に大きく左右されます。  
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以下の基本ケースシナリオでは、ICEに携わる7,000～20,000人の雇用が危険にさらされます。英国が十分なバッテリー生産能力を確保できる
場合は、22,000～78,000人の雇用増加が予測されます。
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英国の自動車製造における直接雇用者数
単位：千人（2017～2018年）
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2当社では、（説得力の低い可能性ではありますが）たとえ英国内でバッテリー生産力の向上を達成できなくとも、今後、ICE車からEV車への生産体制の切り替えが
達成できた場合の労働市場の影響についても分析しています。このケースにおいては、EV車はICE車よりも駆動系の組み立て作業時間が短縮されるため、当社予
測では、自動車組み立ての労働人口が12～33%減少します（自動生産化の影響も含まれます）。



市場勢力図と必要な投資
EU離脱後の貿易問題の解決に成功することを想定し、
英国は現在、有望なバッテリーセルメーカーを呼び込む
ために、他の欧州諸国よりも競争力の高いビジネス環
境を提供しています。英国は自動車生産数が欧州で4番
目に多く、2010年に欧州初で最大のバッテリー生産施設

（サンダーランドにあるAESCバッテリー工場）を建設し 

て以来、EVのバッテリーセルとパックの生産において10
年近くの経験を有しています。

しかし現在では、この分野をリードする英国に取って代
わるため、他の欧州諸国も懸命の努力を行っています。
ドイツ、スウェーデン、ポーランド、ハンガリーは、バッテ
リーメーカーを呼び込むために有望なビジネス状況を
作り出すことで、主要競合国として浮上してきました。例
えば、ドイツは最近、EVバッテリー生産に対する10億ユ
ーロの政府支援プログラムを発表しました。ポーランド
とハンガリーでは、EVバッテリーメーカーに減税措置を
取る経済特区が設定されました。欧州大陸に新たなバ
ッテリー生産力をもたらす計画は現在、年間45 GWhを
誇るLG Chem社のバッテリー工場（ヴロツワフ）、年間16 
GWhを誇るSamsung社のバッテリー工場（グド）、年間
14 GWhを誇るCATL社のバッテリー工場（エアフルト）な

ど、上位5社のバッテリーメーカーによって発表されてい
ます。比較的知名度の低いメーカーでありながら、年間
32 GWhを誇るバッテリー工場（シェレフテオ）を擁する
Northvolt社からも、非常に優れた計画が提案されてい
ます。欧州大陸の主要中心地におけるバッテリー生産力
の合計は、現在計画されているものだけで、今後6年間
で年間130 GWhに達します。

英国では、ステークホルダーによる迅速な措置が一切

取られておらず、（新たな工場への必要な投資による）
大規模な国内EVバッテリー供給施設の開発レースにお
いて敗れる危機に直面しています。当社モデルによれ
ば、2040年までに英国のバッテリー生産力を増加させる
ことでEVへの移行を達成させるために、50～180億ポン
ドの投資が必要になります。英国内の自動車メーカー
はすでに、国外のバッテリーメーカーと長期契約の交渉
を行っているため、英国のバッテリー生産におけるこの
レベルの投資は、現在危険にさらされています。ここ数
か月の間に、EVバッテリーメーカーと自動車メーカーと
の間の様々な取引が発表されています。欧州の自動車
メーカーに注目すると、以下の企業が挙げられます。：

• LG Chem社は、フォルクスワーゲン社3、グループPSA社
4、ルノー社5との提携を発表しています。

• CATL社は、BMW社6との提携を発表しています。

3https://uk.reuters.com/article/us-lg-chem-volkswagen-batteries/lg-chem-to-supply-ev-batteries-to-volkswagen-from-late-2019-idUKKCN1ME0VZ
4https://www.reuters.com/article/us-autoshow-geneva-psa-lg-chem-idUSKBN16E0XM
5https://uk.reuters.com/article/lgchem-renault-battery/south-koreas-lg-chem-to-supply-batteries-to-renault-idUKBJL00207320100930
6https://uk.reuters.com/article/uk-bmw-catl-batteries/chinas-catl-to-build-its-first-european-ev-battery-factory-in-germany-idUKKBN1JZ161
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欧州でのバッテリー生産量は、2025年までに年間130 GWhに達すると予測されています。

2025年までに欧州のリチウムイオンバッテリー生産量が増加
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英国には、大量生産メーカー（年間100,000台以上を生
産できる工場）が一握りしかありません。それらのメーカ
ーは、日産、ジャガーランドローバー（JLR）、BMWミニ、
グループPSAのボクスホール、トヨタなどです。これらの
企業が、今後英国において欧州のバッテリー生産量の
総量（あるいはかなりの割合）を達成することは考えら
れません。それどころか、海外のバッテリーメーカーと長
期提携を結んだ場合は、英国の巨大工場を確保する機
会（および英国でのEV生産を維持する機会）が減少しま
す。 

英国政府の支援により、新たなEVモデルの製品ラインを
英国拠点の工場に設置することで、英国内での巨大工
場の増加が見込めます。例えば、英国で生産される単一
ボリュームの大型車モデルの生産量の半分が完全に電
気自動車に代わると、英国内にもう1箇所の巨大工場を
追加できる程の需要が生まれます。 

すでに英国の各自動車メーカーから、実現性の高い様
々なイニシアチブが発表されています。JLR社は、2020
年以降に発売するジャガーとランドローバーについては
全て電気自動車にすると発表しています7。JLR社はすで
に、自動車モデルのラインナップに完全電気自動車であ
るジャガーI-PACEを有しており、さらにバーミンガム近
郊のハムス・ホールにバッテリーパック組み立てセンタ
ーを建設する計画を発表しました。また、ミニの完全電
気自動車の生産も、オックスフォードにあるBMWミニの
工場でまもなく開始されます。 

また、英国政府が2018年に発表した「Road to Zero」の
戦略でも、英国でのEV販売に対する野心的な目標が設
定されています。この戦略では、2030年に販売される新

車の少なくとも50%（もしくは、可能であれば70%まで）
を超低排出モデルにするという目標が設定されていま
す。英国政府はさらに、EVとEVバッテリーの生産を戦略
的優先事項と認定しています

巨大工場への投資決定に影響を与える
要因
しかしこれは、双方向の因果関係を示すケースです。英国
の巨大工場のバッテリー生産へ投資を行うには、当然、英
国内に主要なEV生産ラインが存在しなければなりませ
ん。これと同様に、EV生産ラインの設置を行うには、バッテ
リーメーカーによる英国への投資意欲が不可欠となりま
す。そのため、英国の産業と政府のステークホルダーは、
巨大工場への投資を確保する方法を慎重に検討する必
要があります。バッテリー工場は通常5～7年でフル稼働の
生産量に達するため、2020年代中期のEVバッテリーの需
要を満たすためには、巨大工場の立地をすぐに決定する
必要があります。

主要バッテリーメーカー経営者に対して行った当社の調
査を通じて、工場の設置国を決定する際の主要要因をリ
ストアップしたところ、「顧客（EVメーカーなど）に近いこ
と」が最も重要な要素であると判明しました。そのため、
英国が既存の自動車製造拠点を基礎にできる場合は、バ
ッテリーメーカーを呼び込める可能性が広がり、大幅な
EV生産を維持できることが期待されます。ただしバッテリ
ーメーカーの回答によれば、投資優遇措置、適時の許可
とライセンス協定、安価でクリーンなエネルギー、生産性
の高い熟練した労働力にも影響を受けたことが分かりま
す。並行して他国が説得力のある提案を行うという、国家
間の国際競争の中に英国が存在していることをしっかり

5

7https://www.jaguarlandrover.com/news/2017/09/every-jaguar-and-land-rover-launched-2020-will-be-electrified
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認識する必要があるのです。

このような反応は、驚くべきものではありません。リ
チウムイオンバッテリーセルのコスト構成を分析し
た結果、コストの大部分は製造地域に特有のもの
ではありませんでした。最も注目されるのは、リチウ
ムイオンバッテリーセルのコストの半分以上を占め
るのが原材料であるということです。バッテリーの
コストの中で地域特有のものは、直接労働、エネル
ギーとユーティリティ、価格の下落という3つの要素
のみです。これらの中に（エネルギーインフラのコス
ト以外で）、政府の特定措置の影響を受けやすいも
のはありません。そして、それらを合わせてもコスト
全体の22%にすぎません。

そのため、英国では本質的に低コストのベースの
提供により巨大工場を呼び込むことが見込めない
ため、他の欧州諸国がEVバッテリー製造企業へ提
案する経済的・経営的措置に匹敵する（もしくは、そ
れに近い）優遇措置が必要となります。当社の結論
としては、英国政府は関連の地域産業パートナー
シップ（LEP）や合同行政機構と協力し、以下の措置
を検討すべきです：

1) この問題に対応する組織的かつ野心的な中央集
権型のリーダーシップの確立をさらに推し進める8。

2) 英国が世界的および地域的なバッテリー生産場
所として魅力的であることを伝える努力をさらに行
う。本レポートの内容を活用する。

3) 有望な用地の選定、関連する認可の事前承認、
現場の基本的な物理的（特にエネルギー）インフラ
の建設、EVバッテリーに必要なスキルとトレーニン
グに関するインフラの開発に着手することで、ビジ
ネスケースのリスクを最小限に抑えるための新た
な努力を行う。 

全体的に見れば、英国は2010年にサンダーランド
に欧州最大のバッテリー工場を設立したことで幸
先の良いスタートを切ったにもかかわらず、次世代
のバッテリー工場を確保するレースで後れを取るリ
スクを抱えています。ほとんどの自動車メーカーと
バッテリーメーカーは、1年以内に次世代の巨大工
場の欧州圏内での建設場所を決定するでしょう。そ
れに対し、政府と産業のリーダーはそれらの巨大
工場を英国に呼び込むために適時かつ組織的な
努力を行い、英国の自動車産業の将来を確保する
必要があります。

6

8本調査のためにインタビューしたOEMによる提言。
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