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『FOURIN 世界自動車法政策調査月報』では、脱炭素やソフトウェアデファインドビークルなど、次々と新しい課
題が登場する自動車産業において、自動車メーカーやサプライヤーが注意を払うべき世界の法規制 / 政策 / 標準
化の動向を報告しております。また、NCAP 事情や通商政策・貿易協定、産業政策についても、主要国から新興
国まで幅広くカバーしています。
例えば、カーボンニュートラル政策のもとでますます拡大する EV 化の波については、各国の普及政策（購入補
助金など）、産業支援（国産化インセンティブ）、税制改革 (道路税の導入検討 )等をレポートしています。ただ、カー
ボンニュートラルを巡っては、ロシアによるウクライナ侵攻以降の世界情勢の変動により、これまでのように EV 一
本足では成り立たなくなる可能性もあります。FOURINでは注目が高まるe-fuel の最新動向等にも迫ります。

世界の EV・電動車政策と環境政策方針

自動車産業政策と法規制の最新動向をウォッチ !!

注）欧州、中国、日本は乗用車、米国は小型車。 （FOURIN作成）
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インド
EV の国内生産サプライチェーン
構築を支援する生産連動型のイ
ンセンティブ政策（PLI）が導入さ
れている。(2021年 9月発表 )
カーボンニュートラル達成は
2070年を目標とする。

英国
2035 年に小型車新車販売を 100%ZEV 化。
(Road to Zero 戦略に基づく目標を2022年
4月に更新 )

ブラジル
2030 年から化石燃料を使用する
自動車の新車販売を禁止する内容の
法案が提出されている。エタノール
等バイオ燃料の使用は認められる。
（2020年 2月発表）

連邦レベルでは 2030 年に新車販売の
ZEV 比率 50%、ワシントン州では
2030年ZEV比率100%とする方針。
（2021年 8月発表）

カナダ
小型車新車販売を 2035 年までに
100%ZEV 化する計画。(2030 
Emissions Reduction) （2020
年 3月発表）

EU
2035 年に小型車新車販売を 100%ZEV 化
の方針発表。（2021年 7月の Fit for 55）

GHG 排出量を 2030 年までにピーク
アウトし 2060 年までにカーボン
ニュートラルを目指す。(2021 年 9 月
発表 )

2035 年までに新車販売を 100%
電動化 (xEV) する方針。(2021 年
1月 )

イスラエル
2030 年に内燃機関搭載車の輸入
を禁止する方向。（2018 年 10 月
発表）

タイ
EV生産の現地化を促進する
政策パッケージを閣議決定。
(2022年2月発表)
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『FOURIN 世界自動車法政策調査月報』で 2021 年に取り上げた内容
（一部抜粋、◎特集、〇定常記事）

▼貿易協定
〇メキシコと米国、USMCAの RVC算定基準を巡って衝突、スーパーコア部品へのロールアップ適用が焦点 (12 月号 )
◎中国、「一帯一路」の下で貿易・投資協定を推進、米国への対抗軸の構築に注力 (3 月号 )

▼環境規制・政策
◎COP26、乗用車 /小型商用車のZEVシフト宣言を発表、中・米・日・独などは不参加 (12 月号 )
◎米国、GHG/CAFE 規制見直し案を発表、基準値を年率 5～ 10%ペースで厳格化 (11 月号 )
◎EU、気候政策案 Fit for 55を発表、2035年の新車からのCO2排出ゼロを提案 (9 月号 )
〇日本、カーボンリサイクル技術ロードマップを改訂、CO2直接回収と合成燃料の早期の技術確立を追記 (9 月号 )
◎排ガス規制、Euro7とLEV IV の策定作業が進行、新興国でEuro 6 への以降進む (8 月号 )
◎欧州におけるELV指令改正の動きとリサイクル産業の現状
 ( 熊本大学大学院人文科学研究部 (法学系 ) 教授・環境安全センター長 外川健一氏レポート)　　　　　　(5月号 )
〇EU、2022年 1月にグリーン投資基準を適用開始、乗用車は2026年からCO2排出ゼロで基準適合 (1 月号 )

▼電動車普及政策
〇カナダ、乗用車 /小型トラックの 100%ZEV化を義務付けることを提案、達成時期を2035年に前倒しする考え (9 月号 )
◎EU、バッテリー戦略を加速、投資規模は官民合計で200億ユーロ超へ (4 月号 )
◎ノルウェー、ZEV普及促進に注力、新車市場におけるBEV比率は50%超に (4 月号 )
◎フランス、低炭素戦略を推進、補助金効果でBEV/PHEVの販売増が顕著に (2 月号 )

▼自動運転
〇韓国、レベル 4の自動運転の安全基準や通信インフラの整備を推進、2027年の商業化に照準 (12 月号 )
〇中国、L3の自動運転車の公道走行を解禁、2021年 9月に ICVの実証運用の管理基準を施行 (11 月号 )
〇ドイツ、自律運転法を2021年 7月に施行開始、レベル 4の自動運転車の公道走行にかかる法整備で先行狙う (9 月号 )
◎SAE、運転自動化にかかる推奨案の策定を推進、2021年 4月にJ3016を改定 (7 月号 )
◎米国、レベル 2の自動化システムの安全問題が課題に、当局等がDMS搭載を提言 (1 月号 )

▼安全評価・基準
◎Euro NCAP、2023～ 2024年の評価プロトコルが確定、CPDへの配点は4ポイント (11 月 )
〇世界、サイバーセキュリティの国連規則が 2021年 1月に発効、車両開発・生産のプロセス管理が必須に (3 月号 )

▼規格・標準化
〇中国、EV技術基準の改正案で低速 EVの車両構造基準を明確化、今後は低速 EVの運用規制が課題 (8 月号 )
〇WP29第 183回会合、EDRの国連規則が成立、同時成立の 01シリーズで自動運転機能に対応 (6 月号 )

▼CASE 
〇日本、レベル 4の自動運転をモビリティサービスとセットで社会実装へ、「Road to the L4」が始動 (12 月号 )

▼自動車税制
〇世界、EV普及で走行税導入の議論が世界的に拡大、持続可能で公平な道路利用負担の方法を模索 (8 月号 )
〇日本、2021年度税制改正大綱を閣議決定、環境性能割の税率軽減およびエコカー減税を延長 (2 月号 )

▼新興国の自動車産業政策
〇インド、自動車・部品分野の生産連動型優遇制度 PLI スキームを承認、BEV/FCEV等の製造に恩典 (11 月号 )
〇ロシア、2030年に国内生産の 1割をBEVとする目標を設定、購入補助金・インフラ整備策などを導入 (10 月号 )
〇中国、2022年に中古車の国内越境取引が国内全域で可能となる見通し、中古車輸出にも注力する方針 (6 月号 )
〇イラン、経済制裁の影響で部品調達難に直面、政府・郡・大学等の協力も活用しながら国産化強化へ (8 月号 )
〇ウズベキスタン、自動車生産の新規プロジェクト7件を許可、2023年までに国内の生産能力は50万台超へ (5 月号 )
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新車販売の完全ZEV化を迫るEU「Fit for 55」の衝撃を特集

USMCA巡る米国とメキシコ/カナダとの摩擦の火種を解説 サイバーセキュリティ国連規則による開発・生産への影響を分析SAEレベル4の公道走行を解禁したドイツ道交法の枠組み インドのEV向け生産促進インセンティブスキーム（PLI）の詳細

2025年法制化を目指す中国版LCAはCNの切り札か？「視点」、「特集」、「定常レポート」、「短信」
からなる4部構成

世界の自動車関連法規・政策動向を毎号3本（各4～8頁）掲載

「特集」では新規の法規導入動向や自動車産業政策など自動車業界へ
重大な影響をおよぼすホットトピックを取り扱います。
・米国、欧州/EU、中国など主要国の他、世界比較分析等
・環境政策、安全規制、自動運転関連法規のほか、自動車に関わる各法規を対象
・貿易政策や国内自動車産業政策、優遇促進策など

特　　集

毎号標準24頁

「定常レポート」では環境・安全規制や標準化動向、産業政策/事業
環境を国・地域別にあるいはグローバルにレポートします。
環　境：排ガス規制、燃費規制、CO2規制、ライフサイクルアセスメン

ト(LCA)、揮発性有機化合物(VOC)規制等について掲載しま
す。

安　全：自動運転、予防安全、衝突安全、機能安全、セキュリティ等に関
する政策動向を報告します。

標準化：各種規則の国際調和、規格類の策定動向を探ります。
産業政策/事業環境：自動車産業にかかわる政策・制度、政治動向、通

商・貿易、雇用環境等を掲載します。

定常レポート

毎号標準10頁

「短信」は世界規格、標準化組織の改正および関連動向、各国政府の
法規制にかかわる最新動向ニュースをコンパクトにまとめて報告します。

短　　信

毎号1本（各号1頁）掲載

自動車法政策トレンドを分析する視点を執筆陣が書き下ろします。

視　　点
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