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EV:世界的トレンドの現況は？

出所: Deloitte analysis, IHS Market, EV-Volumes.com
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現在世界のEV市場は

ヨーロッパ、アメリカ、中国
が席巻している。

 アメリカ、ヨーロッパ、中国のEV市場
シェアは2025年にそれぞれ8％、
12％、21％に達するとみられている。

 インドネシアは、中国の目標に近い
20％という野心的な目標を定めてい
る。

米国・EU・中国・インドネシアのEV市場シェア予測



インドネシアにおけるEVの軌跡

その軌跡をたどると、インドネシアは、政府の
目標である20％を下回り、 2025年にEVマー
ケットシェア10％に達すると見込まれている。

 2025年のEV販売目標は総販売数の20％に達す
ると見込まれている。

 低炭素車両(LCEV) 400,000台＆
 電動バイク1,760,000台

 しかし、2020年にインドネシアで販売された自動
車の98％が日本車であり、日本車製造業者の
導入率は1％未満であるため、EVシェアは政府
目標である20％を下回る10％にとどまる。さらに
新型コロナ禍による不況も影を落としている。

出所:工業省、インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)：インドネシア自動車データ

インドネシアのEVマ-ケットシェア予測
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Indonesia -政府によるEVマーケットシェア予測

Indonesia -EVマーケットシェア、正規化



インドネシアにおけるEVの導入：導入を阻む要因は何か？

購入者、製造業者、公共交通機関に関連する基本的な問題に直面している。

o 輸入業者・製造業者向けのインセン
ティブが不明確

o EVエコシステム振興を支えるための市場
インフラが不足

o EVを支える標準化と電力網の不足

o 製品バリエーションの不足

o 製造業者数の不足

o 航続距離が短く、EVバッテリーより高
いkWhが必要

o EV価格が高い

o リセール価格が定まっていない

o EVを支えるエコシステムが不足

購入者 製造業者 公共交通機関(バス)



購入者の問題

出所: kompas.com, oto.com, cargurus.com, Prestige Motorcars

 価格
各クラスにおいてICEに比べてEV
の販売価格が高い。
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*Data is still in proxy because no available data for secondhand market in Indonesia’s EV market
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 アフター市場の状況

品質、バッテリーの種類、充電プ
ロセスなどに違いとバリエーショ
ンがあるため、アフター市場の状
況がまだどうなるかわからない。
さらに、各社が製造するEVバッ

テリー向けの標準化がなされて
いない。

 サポートインフラの不足
EVの平均航続距離はフル充電で
平均350㎞のため、市内と郊外に

十分なグリッドなしで都市間輸送
にEVが使えない。
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各クラスのEVとICE車の価格の比較
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製造業者の問
題

 国内製造業者向けのインセンティブが不明確

 ICEよりもEVを製造した方が国内製造業者にとって
税制上メリットがあるのかどうか？

 EV製造を支えるファシリティーがまだない

 バッテリー製造業者がなく、インドネシアのEV向
けに投資される技術がまだない

 政府の戦略と推進

電力、電力網、標準化のために使う予定のバッテ
リー技術について、政府からの明確な戦略や推進
が不足している。

エンジン

その他

技術

バッテリー

材料製造

特許

自動車に使われるバッテリーに関連する特許は世界
に736存在する。インドネシア市場向けの標準化が必
要。

出所: International energy agency



公共交通機関（バス）の問題
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*small electric car are excluded from “E private car” section because it won’t pass the type test in Indonesia

EVの製造に取り組むバス製造業者: PT. Inka, PT.
Kendaraan Listrik Indonesia (PT KLI)、PT. Mobil Anak
Bangsa (MAB)

 バリエーションの不足
市場にまだ多くのバリエーションがない

 サプライヤーの選択肢不足

バッテリーサイズがはるかに大きいが、一部の企業だけが
このビジネスに取り組んでいる

 必要電力
大きなバッテリーは大きな電力の充電が必要 (60 – 300
kilovolt-ampere)

 サポートインフラの不足
フル充電での航続距離は平均200㎞、都市間運行を支える
ために、大都市郊外に充電ステーションネットワークが必要

 アフター市場での販売
アフター市場での販売はほぼない
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出所: PT Trans-Jakarta, PT Mobil Anak Bangsa, cnbcindonesia.com, sustainable-bus.com

EV容量容量

2021年の航続能力



インドネシアにおけるEV導入を支えるためには
官民のコラボレーションが必要

• 道路交通向けのバッテリーベースの電気自動車
プログラム加速化に関する大統領規程2019年第
55号の発行

• EVコンポーネント産業工業団地の形成
• EVバッテリー製造業者の形成
• 大都市における低排出ゾーン
• EVの偶数奇数規制の免除
• EVモビリティーを支える充電グリッドの形成

• 社会のEVへの定期的以降
• インドネシアにおけるEV技術開発への投資

• EVとコンポーネント製造業者の形成
• 国内導入を支えるための手ごろな価格

• インドネシアにおける電動バスのバリエーション
の増加

• EVとバッテリーのアフター市場販売メカニズムの
形成

• ショールーム
• EV整備工場
• 保管倉庫
• 充電ステーション
• 知識移転
• 研修
• ITシステム
• 国内協力ネットワーク

政府 民間
• 国内EVメカーと輸入業者の明確な税制インセン
ティブの差別化

• EVの年間税率の引き下げ
• 充電ステーション料金の補助
• 国産EV向けのインセンティブ
• 奢侈税と車両所有権引渡税

• インドネシア市場におけるバッテリー
の種類の標準化

規制

ビジネス

サポート

インフラ



コラボレーションのために、政府はインドネシアにおけるEV
導入の各段階における機会を提供

自ら導入

メディア

ガバメントリレーションズ

市場振興の開始

政府機関

コーポレートセクター

エリアの範囲

ジャカルタ大都市圏
(バリを含む)

ジャカルタ大都市圏以外

インフラ開発

ハードウェア

ソフトウェア

Phase 1 (2021-2023) Phase 2 (2023-2025) Phase 3 (2025-2026)

意識の構築

個人・会社でのEV導入

ソーシャルメディア

ワークシップ、セミナー

セグメント別に一般導入

従来型ソーシャルメディア

ワークシップ、セミナー

セグメント別に一般導入

従来型ソーシャルメディア

ワークシップ、セミナー

国営企業、運輸省

運送会社、ロジスティック会社

++環境林業省

++ 銀行＆製造業

++エネルギー鉱物資源省

++鉱業会社

オフィス、整備工場、空港、
バスターミナル、鉄道駅

++住宅

ITシステム

++支店

消費者アプリ

-- --



一方、民間は各レベルにおいてさまざまな新しい機会を創出

輸入業者 製造業者
データマネージメ
ント/ビジネスイン
テリジェンス

充 電 ス

テーショ
ンサプラ
イヤー

再販者 オークション
改修/バッテ
リー変換

整備工場 カスタムショップ
部品販売者

ローエンド、

運転手サービス
（電動バイク）

レギュラー・
エグゼクティ
ブタクシー

レンタ
カー

電動バ
ス/

シャト
ル

貨物配送 EV車両管理

販売権
ディーラー&
代理店販売

輸出業者
消費者向け
資金調達

保険

製造業者 サプライヤー

車両輸
入業者

付属品OEM
&輸入業者

オペレー
ション

保守

販売・ディス
トリビュー
ション

製造業者

輸入

中古EV
市場

充電ステー
ション

投資エリアバリューチェーン

• オペレーター（大部分が
ロジスティック会社）

• PLN、Pertamina、モール/ホテル/空港、
オペレーター、土地所有者

• 整備工場ネットワーク（例：Shop
&Drive)又は独立系整備工場

• 運送/モビリティー会社

• （例： Bluebird, TransJakarta)

• 既存ディストリビューター

• e-market

• ノックダウン業者、架装業者

• 既存輸入業者

協力機会



Bluebirdは、Mobility-as-a-Service (MaaS)企業として、インドネシア
で広範囲のエリアを担う民間パイオニア



インドネシア最大の

タクシー台数

定期的なオペレーションと財政を可
能としているため、産業規制への影

響を有している

市内における十分な土地の保有

日々のオペレーションのために政府の充電
インフラに依存せず、自らのエリアの充電
ステーションを容易に形成し運営できる

技術的態勢と

ビジネスモデルの柔軟性

IoT/AI/機械学習/固定・変動価格/オム
ニチャネル/Maasのコンビネーションの

実験が可能

証明されている

車両保守とサービスの実績

EVのオペレーションと商用車両

のその他サービスをリードする
ポジションにある

EV車両のパイオニア

Bluebirdは、インドネシアにおけるEV導入を促進するポジション
にある



BluebirdのEV車両





製造業者のサポート

1

国内製造業者 バッテリーの廃棄

公共充電インフラ 政府支援 中古車両市場

2 3

4 5 6

さらなる導入に向けてBluebirdのEVエコシステムへの支援が必要



インドネシアのEV導入:潜在的パートナーの貢献は？

インドネシアのEV導入に貢献するための投資家と外国民間企業向けの3つのオプション

各種レベルの製造業者、ディス
トリビューター、EVオペレーショ

ンの成長をサポートするための
組織横断型の協力（企業、機関
など）

社会的に関心が寄せられるビ
ジネス機会に対して、又は環境
分野の責任を直接果たすため
の投資とファンディング

より広範囲の製品コンポーネ
ントを製造するための直接投
資、又は製造工程を複製する
ために国内企業に投資

出所: imf.org; Finance & Development, 2015

業務提携 グリーンファンド直接投資


