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■ 「クルマ」を売るのではなく「移動サービス」を提供する MaaS(モビリティサービス：

Mobility as a Service)が脚光を浴びている。モビリティサービスには、カーシェアリン

グやライドシェアリングなどがある。 

■ カーシェアリングに対して、P2P やサブスクリプションサービスのようなバリエーショ

ンを含めて欧州の自動車メーカーが積極的に進出している。ライドシェアリングについ

ては当初 IT 企業主導で進んでいたが、近年、自動車メーカーも参入している。自動車

メーカーがモビリティサービスの事業化に向けて取り組んでいる背景に、自動車産業の

成長領域がモノからサービスにシフトすることが挙げられる。 

■ 今後のモビリティサービスの展開として多様なモビリティを統合した交通などのプラ

ットフォームを形成する動きがある。モビリティが統合されたプラットフォームが提供

されれば都市や地域の魅力が向上するだろう。 

■ モビリティサービスの普及は二段階で進行する。まずモビリティサービスのプラットフ

ォームが形成されてユーザーのビッグデータを集める仕組みが作られる。次にこれらの

ビッグデータ解析の結果をうまく活用しながら、プラットフォーム上で多様なモビリテ

ィサービス事業が展開していくような生態系が構築されていく。 

■ 自動車メーカーはモビリティサービスの生態系の中で収益を確保できる事業領域を探

す必要がある。重要なのはデータ収集にしても、生態系構築にしても、ビジネスモデル

探索にしても 1 社単独ではなく、企業間連携が必要なことである。 

■ ユーザーとの直接の接点がない自動車メーカーのプラットフォームはユーザーの消費

スタンスの構造変化に弱い。しかし、自動運転技術を持つ自動車メーカーは交通等のプ

ラットフォームの弱点であるラストワンマイルの交通手段を提供することで一転して

これらのプラットフォームまで支配する可能性もある。 
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 これまでの「EVシフトと石油需要について」のシリーズにおいて「石油需要のピークは

2030年代後半には到達か ― EVシフトと石油需要について（1） ―」（TBR産業経済の論点」

No.18-08）では、石油メジャーである British Petroleum (BP)の石油市場の最新予測につ

いて取り上げ、「世界の EV 市場は中国がけん引― EV シフトと石油需要について（2） ―」

では、自動車産業の EV増産の動き、いわゆる EVシフトの展開と課題について取り上げた。  

本号は、「EV シフトと石油需要について」シリーズ第 3作として自動車産業のサービス化

の動き、MaaS(モビリティサービス：Mobility as a Service)を紹介し、今後の MaaS の展

開や自動車メーカーの選択肢について解説する。 

 
１．注目されるクルマの MaaS（モビリティサービス） 
「クルマ」というモノ売りから「移動」というサービスの提供へ 
 クルマなどの移動手段をモノ売りするのではなく、移動を「サービス」として事業展開す

る MaaS(モビリティサービス：Mobility as a Service)が脚光を浴びている。IT など自動車

とは異なる業種の企業が積極的に進出しており、自動車メーカーも追随せざるを得ない状況

である。 
 モビリティサービス事業の展開が注目を集める背景には、4 点あげられる。まず、過疎化

や高齢化の進行で限界集落や高齢者など交通弱者への対応が必要となっていることがあり、

次に、バスなどの運転手の人手不足が深刻化していることがある。3 点目として、スマート

フォンと高速通信の普及で、スマートフォン上のアプリを通じてモビリティサービスの需給

者をマッチングすることが容易となったことが指摘できる。最後に、若年層を中心に所有か

ら共有への意識が高まっていることもモビリティサービス事業の浸透を後押ししていると

考えられる。自家用車の稼働率は数パーセント程度とみられており、90％以上は駐車場な

どで動いていない状態にある。このようなクルマをシェアすることで保有コストを削減する

と同時に、無用な車両走行を避けて温室効果ガス排出を抑制するような意識が若年層を中心

に生まれている。 
モビリティサービスには、特定のクルマを会員間で定期・短期に共同利用するカーシェア

リング、スマートフォン等で運転代行の手配ができる配車サービスやクルマの相乗りをアレ

ンジするカープールなどがある。なお、配車サービスとカープールをまとめてライドシェア

リングと呼ばれる。 
 
自動車メーカーがカーシェアリング市場に積極的に進出 
 カーシェアリングについては IT 企業だけでなく、ダイムラー、BMW、GM などの自動

車メーカーが欧米中などの本国市場で積極的に進出している 1。日本ではタイムズ 24 や三

井不動産リアルティやオリックス自動車などがカーシェアリング事業を展開していて会員

                                                   
1 欧州ではダイムラーや BMW が 2010 年前後から乗り捨て型の「Car2go」「Drive Now」として事業着手

しており、それぞれ 300 万人、100 万人程度の会員を持っているが、2018 年 3 月に両社はこれらの事業統

合を発表した。米国では GM が乗り捨てのカーシェアリング事業「Maven」を展開している。中国では

GoFun 出行などの地場企業が多数参入している。2018 年 4 月に配車大手の滴滴出行がカーシェアリング

の企業連合「洪流連盟（D アライアンス）」を立ち上げ、VW、トヨタ自動車、ルノー・日産自動車・三菱

自動車、BYD、北京汽車集団、浙江吉利控股集団、ボッシュ、コンチネンタル、CATL 等が参画している。

その後もフォードや PSA が中国地場企業と組んでカーシェアリング市場に参入している。 
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数も 100 万人を突破しているが、自動車メーカーもようやく同事業に参入する動きを見せ

ている 2。 
カーシェアリングには、いくつかバリエーションが生み出されている。まず企業が仲介す

ることなく、個人同士で直接クルマの共同利用をやりとりする個人間カーシェアリング

（P2P）がある。借り手からすると、レンタカーより安価であり、多様な車種をアプリで簡

単に借りることができる。また当事者同士で直接やり取りするため、店舗に行く必要がない。

貸し手も副収入が得られるメリットがある。海外ではダイムラーがドイツ本国や米国で取り

組んでおり、日本でも DeNA などが事業開始している 3。 
次にクルマの定額利用サービス（サブスクリプションサービス）がある。毎月、利用料を

定額で払うことでクルマを自由に利用することができ、条件付きながら自由に乗り換えでき

る。海外では GM、フォード、ダイムラー、ボルボ・カー、ポルシェ、BMW などがサブス

クリプションサービスをスタートさせている 4。日本では、いくつかの自動車関連企業が取

り組んでいた 5が、トヨタ自動車が個人向けに月額定額で複数車種に乗れるサブスクリプシ

ョンサービス「KINTO」を 2019 年初から東京で開始する。 
自動車メーカー等がクルマのサブスクリプションサービスに取り組む背景として、ユーザ

ーのクルマまでもシェアリングの対象とする意識が高まっていることに加えて、EV の普及

見通しがある。これまでの内燃機関車であれば残価設定ローンを組むことで比較的安価に高

級車を買うことができた。しかし、EV の場合、蓄電池の残量がクルマによって一定でなく、

残存価値が設定しにくいため、こうしたローンを組むことが難しい。サブスクリプションサ

                                                   
2 本田技研工業は 2016 年 11 月からカーシェアリング事業「Honda EveryGo」を東京だけでなく、横浜と

大阪まで展開している。日産自動車は電気自動車に限定したカーシェアリング「e-シェアモビ」を 2018 年

1 月から開始しており、18 年度末までに 500 拠点まで拡大する予定である。トヨタ自動車は 2018 年 12
月から東京都中野区の 20 拠点での試験導入を皮切りに、19 年には直営店 20 店舗を活用して都内全域でカ

ーシェアリング事業を展開する予定としている。 
3 ダイムラーは 2016 年 12 月にプラットフォーム「Croove」を発表してスマートフォン上のアプリ等を提

供している。2017 年 9 月には米国の P2P 大手の Turo に出資した。日本では DeNA が P2P サービスであ

る「Anyca」を 2015 年 9 月からスタートさせており、2018 年 9 月時点で登録者台数 6,000 台、会員数は

17 万人まで増加している。NTT ドコモも 2017 年 11 月から個人間でクルマのやり取りを行うカーシェア

リング事業を開始している。2019 年 4 月から中古車買い取り・販売の「ガリバー」を営む IDOM がガリ

バー直営店を活用して P2P の「GO2GO」をスタートさせる予定である。 
4 GM が 2017 年 1 月から開始したサブスクリプションサービス「BOOK by Cadillac」では月利用料金

（1,800 ドル）支払うと、最多で年間 18 回の車両交換が可能であるが、月間走行距離には制限がかけられ

ている。ただ、2018 年 12 月から「BOOK by Cadillac」の内容を見直すためにサービスを一時休止してい

る。フォードは 2017 年 5 月からサンフランシスコベイエリア内で、11 月からロサンゼルス内で同サービ

スを提供している。ダイムラーは「Mercedes me Flexperience」においてサブスクリプションサービスを

実施しており、最多年間 12 回まで車両変更が可能であるが、走行距離制限（年間 3.6 万キロ）がかけられ

ている。ボルボ・カーは 2018 年 6 月から同サービス「Care by Volvo」を開始すると発表しており、一定

月額を 2 年間払い続けると、車両変更が可能になる。また同社の親会社である吉利汽車は 2020 年以降、

欧米市場において別ブランドでサブスクリプションサービスに乗り出す予定である。ポルシェも 2017 年

10 月から同サービス「Porsche Passport」を行っており、「Mercedes me Flexperience」と違って走行距

離制限をかけていない。アウディは 2018 年央以降、日本や米国ダラス市でサブスクリプションサ－ビスを

開始している。BMW も 2018 年米国で乗り換え制限のないサブスクリプションサービスを提供しており、

2018 年 10 月には月額利用料金を 2,000 ドルから 1,100 ドルへと引き下げた。 
5 IDOM は 2016 年 9 月から中古車のサブスクリプションサービス「NOREL」を実施している。月額 19,800
円から最短 90 日借りると自由にクルマの乗り換えが可能となる。18 年 2 月で沖縄を除く全都道府県で同

サービスを提供しており、会員登録は 3 万人を超えている。同じく 10 月には BMW と提携して月額 8 万

円で同社の新車を最短 3 カ月で乗り換えられるサービスを始めている。IT 企業のナイル株式会社はオリッ

クス自動車株式会社と提携して 2018 年 1 月から同サービス「カルモ」をスタートさせた。「カルモ」では

一定月額を払うと国産新車を 1～9 年利用できる。 
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ービスはユーザーが EV を含めてクルマを安価に利用しやすくするための仕組みといえる

だろう。 
カーシェアリングの課題として、①地域や時間帯によって稼働率が一定しない、とりわけ

地域において稼働率が低水準であって個人利用だけでは事業採算が厳しい、②ユーザーが利

用しない月にも基本料を支払うことに抵抗感を持つ、③借りた場所に戻す必要のあるラウン

ド型だとユーザーにとって不便である一方、乗り捨て型だと事業者にとって元の場所に戻す

ことなどでコストが生じる。さらに P2P に関しては、④車両状態がさまざまであり、メン

テナンスが不十分な恐れがある、また P2P に対応した車両保険が存在しない、⑤たばこの

吸い殻の処理などユーザーのマナーやモラルの面だけでなく、盗難などのトラブルが発生し

た時、当事者同士のやりとりとなってその解決に手間がかかる。そのため、P2P について

ユーザーが最初から敬遠する恐れがある。 
 
ライドシェア事業に自動車メーカーが参入 
配車や相乗りなどのライドシェアは当初、ベンチャー企業を中心に手掛けられてきた。主

なところだけを取り上げても、米国ではウーバー・テクノロジーズや Lyft、欧州では MyTaxi
や BlaBlaCar や Taxify、東南アジアでは Grab、インドでは OLA、中東では Careem が 2000
年代後半から2010年代前半にかけてライドシェアサービスを数百万人以上の登録ユーザー

に提供しており、現在では本国だけでなく国外でも活発に事業展開している。中国でも 2015
年に IT 大手のテンセントとアリババの合弁で発足した滴滴出行が勢力を伸ばしており、登

録ユーザーは 4.5 億人と世界最大手である。2016 年にはウーバー・テクノロジーズの中国

事業を買収し、18 年以降、海外展開に乗り出す 6。 
 こうした IT などの異業種企業のモビリティサービス事業への進出を受けて自動車メーカ

ーも同事業に乗り出している（図表 1）。配車サービスについてダイムラーが積極的に取り

組んでおり 7、他の自動車メーカーでは GM が Lyft に、VW グループがイスラエルの Gett
に、トヨタ自動車がウーバー・テクノロジーズや Grab に出資するなど、既存のベンチャー

企業との連携を強化する方向で進めている。相乗りサービスなどのカープールについては、

VW グループやダイムラーやフォードが本国内外で積極的に事業化に取り組んでいる 8。 
自動車メーカーがカーシェアリングやライドシェアの事業者と連携を強化する背景に、①

自動車メーカーが稼働率の高いライドシェアのクルマから走行中の自動車内外のデータを

大量収集できる（とりわけ自動運転を実現するには大量の走行データが不可欠である）、②

事業者に対してクルマを大量販売できる機会が得られる、③中国などでは自動車メーカーが 

                                                   
6 滴滴出行はブラジル、日本、メキシコにおいて進出の予定があり、日本では 2018 年 9 月にソフトバン

クと共同で「DiDi モビリティジャパン」を立ち上げ、大阪でタクシー配車サービスを実施している。 
7 ダイムラーは 2013年に独のタクシーの配車サービス企業のBlacklaneを、2014年に仏の同MyTaxiを、

16 年には英国の同 Hailo を、17 年には仏の同ショフェール・プリヴェを買収し、18 年にはエストニアの

同 Taxify に出資した。中国でも吉利集団有限公司と合弁会社を立ち上げ、ハイヤー配車サービスを開始す

る。同社は 2019 年に配車サービスやカーシェアリングの事業を直轄するモビリティ会社を立ち上げ、機動

的にベンチャー企業など外部と連携できるようにする。他にも中国では BMW や上海汽車集団がインター

ネット配車サービスに参入している。 
8 VW グループは 2016 年 12 月にモビリティサービスのブランドである MOIA を発表した。その後、同社

は 2017 年 12 月にライドシェア事業で投入する EV を発表しており、2018 年末からドイツ国内でライド

シェアのサービスを開始する予定としている。ダイムラーは 2017 年 9 月にドイツのライドシェア企業

Flinc を買収しただけでなく、国外でも米国ベンチャー企業 Via と組んで 2018 年 3 月、オランダのアムス

テルダムでライドシェア事業をスタートさせている。フォードは 2016 年にライドシェア事業を手掛ける

Chariot を買収し、2017 年から米国ニューヨークなど 4 都市、英国ロンドンで同事業を展開している。 
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生産した EV を販売することで環境規制のクレジットを獲得できる、などのメリットを享受

できることがある。  
 
２．モビリティサービス事業化の背景と日本勢の動き 
自動車産業の成長は新規のモビリティサービスが中心に 
 現在、自動車メーカーがモビリティサービスに必死に取り組んでいるのには理由がある。

それは、今後も自動車産業は成長していくと考えられるものの、高成長が期待される事業領

域はデータ提供やシェアリングなどのサービス事業であって自動車メーカーにとってなじ

みのない領域のためである。 
ボストンコンサルティングによると、自動車産業の売上は 2017 年の 3.7 兆ドルから 35

年の 5.8 兆ドルまで年率 2.5％で拡大していくと見ている。そして利益も 2017 年の 2260 

図表1 ライドシェア企業への出資等の状況

ライドシェア企業 国籍 出資企業 出資・買収年月
トヨタ自動車 2016年5月

同上 2018年8月
ソフトバンク 2018年1月

アリババ 2014年4月
テンセント 2015年3月

楽天 2015年3月
GM 2016年1月

Chariot フォード 2016年9月
Scoop BMW 2016年5月
Via ダイムラー 2017年9月

Transit カナダ
ルノー・日産自動車・

三菱自動車
2018年11月

Blacklane 2013年12月
MyTaxi 2014年9月
Flinc 2017年9月
ショフェール・プリヴェ フランス 2017年12月
Taxify エストニア 2018年5月
Gett イスラエル VWグループ 2016年5月

アリババ 2015年2月
テンセント 2015年9月
アップル 2016年5月

ソフトバンク 2017年5月
ソフトバンク 2010年12月

同上 2017年3月
同上 2017年10月

テンセント 2017年10月
ソフトバンク 2014年12月

同上 2016年9月
同上 2017年7月

本田技研工業
（二輪車）

2016年12月

滴滴出行 2017年7月
トヨタ自動車 2018年6月

ヤマハ発動機
(二輪車）

2018年12月

出所：各種報道資料

ダイムラー
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ウーバー・テクノロ
ジーズ
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億ドルから 35 年の 3800 億ドルと年率 2.9％と売り上げを上回るペースで伸びていく。ただ

し、問題はその内訳である。2017 年の自動車産業の利益（2,260 億ドル）の大半は新車・

同部品の販売、ファイナンス、アフターサービスの既存事業が占めているが、2035 年には

同利益（3,800 憶ドル）において既存事業が生み出す利益の割合は 6 割程度まで低下する。

利益の成長率で見ると年率 0.1％に過ぎない。一方、電気自動車・同部品の販売、自動運転

車の販売、コネクテッドカー・データ関連サービス、シェアリングサービスの新規事業が生

み出す利益は 1,510 億ドルまで増えると見ており、同成長率は年率 27.2％にも達する（図

表 2）。2017 年から 35 年までの自動車産業の利益の増分は新規事業がそのほぼすべてを生

み出すことになる。 
自動車産業が成長する中で、自動車メーカーは既存の事業にこだわっていては売上・収益

を伸ばすことはほとんど不可能である。自動車メーカーは今後市場が拡大するモビリティサ

ービスに取り組んで成長の果実を刈り取る必要がある。 
 
当初鈍かった日本車メーカーの動き 
 日本でもモビリティサービスが浸透する動きはあるものの、対応する自動車メーカーの動

きはカーシェアリングを除くと鈍かった。モビリティ事業への動きが鈍い背景には、国内の

規制動向が関係していると言われている。日本では当局の許可なく、自家用車を使ってタク

シー事業を営む、いわゆる「白タク」は禁止されている。そのため、ライドシェアなどのモ

ビリティ事業に自由に参入することはできないとされた。だが、欧州などでも白タクを禁止

している国は存在しており、規制の存在が自動車メーカーのモビリティ事業へのスタンスを

慎重にしているというのは言い過ぎだろう。 
これまで自動車メーカーがモビリティサービスに対して消極的な態度をとってきた本当

の理由は、同サービスの破壊的イノベーションの衝撃を恐れたことがある。モビリティサー

図表2 2035年の自動車産業の事業別利益見通し

出所：ボストンコンサルティンググループ「激動する自動車業界」2018年1月
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ビスの普及は車の保有台数や販売台数を減らす効果を持っている。これまで日本の自動車メ

ーカーは高齢化等による購買層の拡大で増やすことができた分、モビリティサービスの破壊

的イノベーションの強さに気付くことに、また気付いても手を打つことが遅れてしまったの

ではないだろうか。一方、欧米の自動車メーカーはその影響を真剣に受け止め、販売減少分

を補うべくモビリティサービスの事業化に打って出ているといえる。 
 

トヨタ自動車がソフトバンクと提携へ 
そのような日本の自動車メーカーも2018年に入ってようやくモビリティサービスに取り

組む動きを見せている。トヨタ自動車は、クルマを作る会社からモビリティサービス会社に

変わることを宣言し、2018 年 1 月の CES では移動、輸送、物流などさまざまな用途に応

用できる自動運転機能付き EV のコンセプト車「E-Palette Concept」をサービス事業者と

連携して開発することを発表した。提携先は、アマゾン・ドット・コム、滴滴出行、ウーバ

ー・テクノロジーズ、ピザハット、ヤマトホールディングス、セブン‐イレブン・ジャパン

がある。そして 10 月には世界の配車サービス企業の筆頭株主でもあるソフトバンクとモビ

リティサービス事業者向けのプラットフォーム開発を行う企業「モネ テクノロジーズ」を

共同設立することを決定した。同社は、サービス事業者に対して、自動運転車だけでなく、

具体的なサービス企画とシステム提案、営業、ファイナンス、運営代行、保守、そしてデー

タ分析などを提供する。当初は企業や自治体と組んでオンデマンドでの配車サービスを手掛

け、2020 年代には移動コンビニ、フードデリバリー、病院シャトルなどさまざまなサービ

ス事業を考えており、自動運転 EV「E-Palette」を使ったモビリティサービスでこれらの

サービス事業の展開を支援する。 
同じくモビリティサービスに消極的であった本田技研工業は、北米市場で活路を開く。燃

料電池車や EV 蓄電池の開発で関係の深い GM の自動運転子会社「GM クルーズ・ホール

ディングス」に 7.5 億ドル出資する。本田技研工業は自動運転車の車両内外装のデザイン開

発などで同社に投資を続けるが、その投入額は今後 12 年間で 20 億ドルに上る見込みであ

る。また日産自動車は 2017 年 1 月、DeNA と組んで次世代交通サービス「イージーライド」

の開発を発表し、18 年 3 月には横浜市で実証実験を行っている。 
いずれにしても現時点ではいずれの日本の自動車メーカーもモビリティ事業に着手して

おらず、事業開始にはいましばらく時間がかかる状況である。 
  
３． 今後のモビリティサービスの展開  
モビリティを統合した交通プラットフォームが登場 
今後のモビリティサービスの展開について、まず過疎や高齢者の多い地域などで交通の足

として提供される。現在、日本各地で高齢者など移動弱者の移動支援を目的としたライドシ

ェアの実証実験が行われている。またジャパンタクシーや大和自動車交通などのタクシー会

社もライドシェアの実証実験に参加している。 
次に、クルマだけでなく、電車、バス、自転車等さまざまなモビリティの手段がスマート

フォン上のプラットフォームに統合されて、ユーザーの置かれた Time(時期)、P（場所）、

O（目的）に応じてシームレスに提供される、つまり最適な移動サービスが適時提供される

ことになるだろう。ユーザーは目的や交通環境等に対応してスマートフォン上で電車，バス，

ライドシェア車，自転車等のさまざまな移動手段の組み合わせを選択できる。2020 年代以

降は自動運転車がこの組み合わせの中に加わる。これらのサービスはモビリティを統合した
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プラットフォームを形成・維持する事業者（プラットフォーマー）によって提案・手配され

る。 
現在、欧州でこのようなモビリティ統合を志向する動きが出てきている。フィンランドで

は 2014 年に MaaS という概念を最初に提示しただけでなく、2016 年にはヘルシンキに本

社を置く MaaS Global から「Whim」というモビリティ統合したプラットフォーム事業が

開始されている。「Whim」は目的地を検索するだけで公共交通機関とタクシー、ライドシ

ェア、カーシェアリング、レンタカー、レンタサイクルなどの組み合わせをスマートフォン

上のアプリで提案するサービスであり、ユーザーはその中で最適なものを選択でき、運賃は

月額 9で支払うこととなっている 1011。 
国内でも東日本旅客鉄道や小田急電鉄や東京急行電鉄等が企業間連携で MaaS の実証実

験を進めている。東日本旅客鉄道は、「JR 東日本グループ経営ビジョン 変革 2027」の中

で異なる交通手段の検索、手配、決済がワンストップでできる「モビリティ・リンケージ・

プラットフォーム」の形成を異業種企業と連携して進めることを明らかにしている（図表

3）12。ただ日本の場合、MaaS といってもひとまず新たな交通手段の実証実験として位置

づけている段階であり、異なるモビリティを統合したプラットフォームの提供にはしばらく

時間がかかりそうな状況である。 
とはいえ、将来的には日本でもモビリティ統合が実施され、プラットフォームが提供され

れば、クルマの「所有から利用へ」が進むことから、渋滞解消や CO2 削減をもたらすだろ

う。また駅前などの膨大な駐車場などが見直され、都市空間の有効活用につながるものとみ

られる。免許返納した高齢者や外国からの旅行者にも交通の足が確保される。モビリティ統

合は魅力的で競争力のある都市や地域にするために不可欠な手段となるのではないか。 

                                                   
9 月額は二つの選択肢が用意されていて、49ユーロプラス利用料か、乗り放題の499ユーロとなっている。 
10 「Whim」のインフラ輸出も行われていて、2018 年 5 月に英国・バーミンガム、10 月にはベルギー・

アントワープで事業がスタートしており、18 年末にはオーストリア・ウィーン、そして 19 年にはシンガ

ポール、ドイツ・ハンブルグやミュンヘン、カナダ・バンクーバー、米国・マイアミなどでも実施される

予定である。 
11 他の MaaS の取り組みとして、ドイツではダイムラーが傘下のモビリティを統合したアプリ「moovel」
を提供し、カーシェアリング、配車サービス、鉄道などのモビリティサービスをワンストップで予約・決

済・利用できるようにしている。またドイツ鉄道の「Qixxit」が鉄道、航空、カーシェアリング、ライド

シェアリング、レンタサイクルの最適な組み合わせによるルート案内と予約をアプリで提供している。米

国ではロサンゼルス市役所とゼロックスが共同開発した GoLA は公共交通機関、自転車や自動車のシェア

リング、配車サービス等を包含した総合的なルート検索サービスであり、一部の移動手段は予約や決済ま

で可能である。またウーバー・テクノロジーズが自転車やクルマのシェアリング、バスや電車などの公共

交通機関といったモビリティを統合する方針を打ち出しており、2018 年 4 月に電動自転車のシェアリング

事業者である Jump Bikes を買収し、電動スクーターのシェアリング業者の Lime やモバイル乗車券用ア

プリを提供する Masabi と提携している。 
12 東日本旅客鉄道が 2017 年 9 月に「モビリティ変革コンソーシアム」を設立して 120 社以上の企業と連

携しながら研究を進めており、2018 年 9 月には３つのワーキンググループ（Door to Door 推進 WG、Smart 
City WG、ロボット活用 WG）が配車サービスや自動運転バスなど 18 の実証実験を開始することを発表し

た。小田急電鉄は 2018 年 4 月に発表した中期経営計画で MaaS への取り組みを盛り込み、6 月と 9 月に

は傘下のバス会社による自動運転バスの実証実験を行った。同社は駅と郊外を自動運転バスでつなぐなど

MaaS に取り組むことで新たな移動需要を喚起するだけでなく、沿線地域の活性化を目指す。12 月には経

路検索サービスのヴァル研究所、カーシェアリングのタイムズ 24、自転車シェアリングのドコモ・バイク

シェア、そしてパーソナルモビリティの Whill との間で「小田急 MaaS」の実現に向けて連携することを

明らかにしている。東京急行電鉄は、伊豆半島で 2019 年春、東日本旅客鉄道と組んで交通機関の検索・予

約・決済ができるアプリを提供し、横浜ではバスやカーシェアリングなど交通手段の実証実験を実施する。

ヴァル研究所はポロクルと札幌において交通機関とシェアサイクルを一括して経路選択ができるサービス

「Mixway」の実証実験を開始した。同社はドコモ・バイクシェアと他の国内都市でも経路選択についての

実証実験を行っている。 
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４．モビリティサービス時代の自動車メーカーの選択 
プラットフォーム形成によるモビリティサービスの生態系構築 
モビリティサービスの普及は二段階に分けて進んでいくと考えられる。第一段階としてモ

ビリティサービスのプラットフォームを形成するなどして顧客からのビッグデータを集め

る仕組みが作られる。第二段階としてこれらのビッグデータ解析の結果をうまく活用しなが

ら、これらのプラットフォーム上で多様なモビリティサービス事業が展開していくような生

態系が構築されていく。 
第一段階のビッグデータの収集は自動車メーカーなどのプラットフォーマーの命運を握

る。ビッグデータがあれば未来の移動需要を予測してモビリティ事業の効率的な運営を行う

ことができる。また自動運転技術の高度化を支え、新たなサービス事業の創出も可能になる。

2018 年 1 月に「E-Palette Concept」を発表したトヨタ自動車は、モビリティサービス向け

プラットフォーム「MSPF (Mobility Service PlatForm)」を構築し、車両診断や故障予測

などといったサービスを提供する代わりに、稼働している車両から集めたさまざまな車両デ

ータを自社のデータセンター「TBDC (Toyota Big Data Center)」に蓄積する（図表 4）。
実際、同社は、今後発売する新モデルのほぼすべてに車載通信機をとりつけるだけでなく、

カーシェアリング大手のパーク 24 やシンガポール配車サービス大手の Grab と提携して両

社のクルマに車載通信機を取り付けて、これらの車両から関連データを収集している。また

同社はウーバー・テクノロジーズやソフトバンクなど異業種企業との提携・共同会社設立を

進めているが、その最初の狙いはデータの入手にあって、共同会社のマジョリティをとるこ

とは二の次といってよい。 
第二段階については、構築されたビジネス生態系の中において参加企業は多大な恩恵を享

受できるようになる。これらの生態系の中でプラットフォームを形成・維持する事業者（プ

ラットフォーマー）がすべての事業を手掛けなくてもよいが、生態系内の参加企業の間で便

益を相互供与・享受できる関係を作る必要がある。新企業が参入して生態系が拡大すれば、

参加企業が相互に供与・享受できる便益は増大することとなり、さらに外の企業がその生態 

図表3　JR東日本の「モビリティ・リンケージ・プラットフォーム」

出所：東日本旅客鉄道「JR東日本グループ経営ビジョン　変革2027」2018年7月
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系に参入する誘因を持つことになる。このような便益を相互供与・享受できる関係を作るに

はプラットフォーマーのもとに集まったビッグデータを活用して参加企業にインセンティ

ブを提供することが不可欠となる。 
 

自動車メーカーが収益確保できる事業領域を選定・展開へ 
構築された生態系の中で自動車メーカーが収益確保を図るため、事業領域を選定して展開

していく必要がある。進出可能な事業領域についていくつか考えられる。 
まず、プラットフォームを形成・維持する事業者（プラットフォーマー）となることだ。

プラットフォーマーにはあらゆるデータが集まるため、これらのデータを活用した多様なビ

ジネスが可能となる。ただし、プラットフォームを形成・維持するには多大な労力と資金が

必要である。また、自動車メーカーだけでなく、東日本旅客鉄道などの交通機関や IT 企業

等もモビリティサービスのプラットフォーム形成を目指しており、ユーザーにとってはなじ

みがあるだけでなく、すでに大量のユーザーの移動データを保有している。こうしたビッグ

データの保有は彼らの強みとなっていて自動車メーカーにとっては脅威といえる。 
次に、生態系の中でモビリティに関連する具体的なサービスを提供する企業、つまりサー

ビサーとして他社と連携して参入・事業展開することである。例えば、トヨタ自動車は、プ

ラットフォーマーとして集めたビッグデータを基にしてクルマの所有者やモビリティサー

ビス事業者などに車両情報を提供するだけでなく、自動車の保険やローンなどの金融サービ

スまで手掛ける予定である。すでに同社は提携した Grab の車両から集めたデータに基づき、

保険会社と提携してドライバーの特性に応じて保険料を変えるテレマティクス保険事業を

開始している。トヨタ自動車はテレマティクス保険を提供する保険会社からロイヤリティを

得ることで事業収益を確保する。他にも、交通、物流、損害保険、天気予報、電力需給、都

図表4　トヨタ自動車の「MSPF（モビリティサービスプラットフォーム）」

出所：トヨタ自動車株式会社資料
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市計画等においてプラットフォーマーは関連ビッグデータを保有すると見られており、これ

らの事業分野の異業種企業と提携してサービス事業を展開することが可能だろう。 
ライドシェアなどに使われる車両管理を扱う事業、リース事業やメンテナンス事業もこれ

まで以上に注目が集まるだろう。とりわけメンテナンスについてはモビリティサービス事業

において車両の稼働率の高さが収益増大に直結する。つまり、ライドシェア車両のメンテナ

ンスの巧拙が同サービス事業の収益に影響するのだ。 
最後に、これらの車両を高い品質を維持して生産することに注力することも考えらえる。

モビリティサービスで使われるクルマは業務用であり、さまざまな性質を満たす必要がある。

例えば長期にわたって使用可能で故障しにくい耐久性や、多様な利用者が快適に車内で過ご

すことができる居住性や、多様な用途に展開でき、緻密にカスタマイズできる高度な汎用性

等を持たねばならず、こうしたクルマを、安全性を確保しながら高品質を維持して開発・生

産できるのは、これまでモノづくりで培った長年の技術蓄積を持つ自動車メーカーぐらいで

はないか。 
 

プラットフォーム事業は異業種連携がカギ 
このようなプラットフォームビジネスを展開するにあたって関連業種だけでなく異業種

とオープンに連携することが不可避である。第一段階のビッグデータを収集するためにもラ

イドシェアなどの事業者と提携せねばならない。特に自動運転車の実現に当たっては大量の

走行データが必要である。第二段階のエコシステムを構築するにはプラットフォームで多様

な事業が展開されていくこととなり、当然ながら自動車メーカーの知見に乏しい事業領域で

あることも想定される。そうした場合は IT 企業など自動車メーカーでない専門の事業者に

委ねながら、自社が収益を確保できる領域を探していく必要がある。そもそも連携せずに一

社単独で事業探索することは、投入できる開発費用の規模や開発期間の短さを考慮すると現

実問題として無理だろう。さらに法規制や消費特性も地方や国によって異なることから、こ

れらについて自動車メーカー一社で対応することはとうてい無理である。 
その際、プラットフォーマーは連携先のサービサーにハード・ソフトの面から支援してプ

ラットフォームを使いやすくしてモビリティサービスの生態系を充実する必要がある。例え

ばサービサーに対して、カスタマイズされた交通手段、ファイナンス、保守、そして事業に

関連したビッグデータなどを提供することで彼らの事業運営を支援する必要があるだろう。

多様なサービサーがプラットフォームを活用して事業運営に成功すればプラットフォーマ

ーもデータの収集やクルマの販売などで恩恵を享受することができる。プラットフォーム事

業が成功するにはサービサーを含むどの生態系の参加企業が Win-Win の関係を構築できる

かどうかがカギである。 
 

販売系列の業態転換が最大のハードル 
自動車メーカーにとってプラットフォームを形成してモビリティサービスの生態系を構

築することは簡単ではない。それは今までにないものをゼロから組み立てるからという理由

だけではなく、これまでの遺産をどうするかという問題にも対処しなければならないからだ。

なかでもこれまでの販売系列を新しい生態系にどのように適応させていくかという非常に

困難な問題を抱える。 
これまで、クルマを作るのは自動車メーカー、クルマを売るのはディーラーなど販売系列

という厳然たる区分が存在していた。販売系列について顧客層ごとに複数存在していて、販
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売できる車種も販売系列ごとに限定した専売車しか扱うことができなかった。顧客情報は販

売系列がもち、その情報を武器として販売系列は自動車メーカーと連携して販売しつつ彼ら

と対峙して言うべきことを言っていた。 
しかし、プラットフォームを形成して自動車のコネクテッド化を推進することで自動車メ

ーカーなどプラットフォーマーはクルマ関連のビッグデータの直接収集が可能になる。それ

は車載データだけではなく、これまで販売系列が保有していた顧客情報も含まれる。おそら

く近い将来には自動車メーカーやプラットフォーマーのクルマのネット直販も始まり 13、

顧客情報を販売系列ではなく自動車メーカー等が収集・管理することになるだろう。その場

合、自動車メーカーと販売系列の関係は変わらざるを得ない。 
実際、両者の関係は変わりつつある。どの販売系列でも扱うことができる併売車を増やし

ただけでなく、開発・販売コスト削減のために販売系列を統合する動きを見せている。日産

自動車、本田技研工業、マツダは 2000 年代後半から 2010 年代にかけて複数系列の一本化

を実施し、そしてトヨタ自動車も 2025 年までに 4 つの販売系列を一本化し、全車種を全店

で扱うことができるようにする。さらにトヨタ自動車は一歩踏み込み、販売系列のためにカ

ーシェアリングのインフラシステムを構築してカーシェアリングの事業拠点への転換を促

す。全国のトヨタ自動車の販売系列には試乗車が 4 万台存在しており、試乗の少ない平日

を中心にカーシェアリング事業を手掛けることができる。なお 4 万台は国内大手のカーシ

ェアリング企業であるパーク 24（2.3 万台）を上回る規模である。 
また販売系列側も手をこまねているわけでなく、新車販売に代わる新たな収益源を模索し

ている。異業種と連携して本屋、カフェ、コンビニエンスストア、宅配、学習塾、アウトド

ア用品などの拠点を併設し、自動車小売だけではなく生活サービスの提供で地域において事

業再構築を目指す。 
将来的には販売系列がこれまでの新車販売から、モビリティサービスの生態系の中でのサ

ービサーに転換する必要がある。かといって、販売系列の業態転換がうまく進まないからと

いって切り捨てるわけにもいかない。新車販売市場が今後 10 年で消えてなくなるわけでは

なく、今後も新車販売を担ってくれる販売系列の存在は不可欠である。また自動車メーカー

にユーザーの個人情報が集まったとしても、生産から販売まですべて自動車メーカーが担う

ほど経営資源があるわけではない。やはり生態系を支える多様なサービサーが必要であり、

販売系列はその有力な候補なのである。今後 10 年から 20 年程度で販売系列がスムーズに

業態転換が進むように自動車メーカーは長期にわたって粘り強く働きかけを行う必要があ

り、それは口で言うほど簡単な話ではないだろう。 
 

５．自動運転技術がカギを握る自動車メーカーの将来 
自動車メーカーは下請けに転落する恐れ 
最後にモビリティサービスが普及していく中で自動車メーカーがどのように変わってい

くかについて論じることとする。 
自動車メーカーが構想するプラットフォームには、ダイムラーの「moovel」のようなモ

ビリティ統合した交通サービスを軸としたものとトヨダ自動車の「MSPF」のような車両生

産を軸としたものに分かれる（図表 5）。交通などのプラットフォームはユーザーにモビリ 

                                                   
13 ダイムラーは 2018 年 3 月のジュネーブモーターショーで 2025 年までに自動車販売全体に占める電子

商取引（EC）の比率を 25％まで引き上げるとしている。 
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ティというサービスを提供するための土台であるのに対して、自動車メーカーのプラットフ

ォームは車両生産というレイヤーでのプラットフォームであり、サービス事業者にカスタマ

イズされたクルマおよび関連サービスを提供するための土台である。取引先はプラットフォ

ーマーなど限定されていて目に見えるため、ニーズをくみ取りやすいなどの利点を持つ。 
ダイムラーなどが形成を目論む交通等のプラットフォームの課題として、交通等は地域に

よって特性が異なっていて地域限定のローカルビジネスとなるため、国や自治体や公共交通

機関など多くの利害関係者とサービス等をすり合わせて合意を得なければならず、非常に手

間がかかることだ。さまざまな交通手段のデータ間の相互運用性を確保するなどデータ連携

も行わねばならない。プラットフォーム事業は単品の売り切りビジネスと違って事業効率性

を高めることは難しい。さらに鉄道会社など強力なライバルがすでに存在している。実際、

ドイツではダイムラーのほかに、ドイツ鉄道が「Qixxit」というアプリでさまざまなモビリ

ティの組み合わせをユーザーに提案・手配している。鉄道会社などのライバル企業はすでに

ユーザーの移動に関するビッグデータを保有しており、プラットフォーム形成を企てる自動

車メーカーはこうした強力な企業と生態系構築で競争していかねばならない。 
一方、車両生産を軸としたプラットフォームの問題点はいうまでもなくクルマのユーザー

の情報を直接収集できないことだ。ライドシェア車両をコネクトすることで走行データを収

集できるものの、クルマ以外の異なるモビリティの走行データは入手できない。仮にユーザ

ーにおいてクルマから別の移動手段にモビリティシフトが生じた場合、クルマの走行データ 

・・・・・・・・・・・・

出所：筆者作成

図表5 モビリティサービスのプラットフォーム（PF）と
自動車メーカーの位置づけについて
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のみしか持たない自動車メーカーは対策を講ずることはできないだろう。現に、交通などの

プラットフォームが形成・普及した結果、モビリティシフトが生じている事例がある。フィ

ンランドのヘルシンキの Whim のユーザーは、アプリ導入前では移動手段の 4 割が自家用

車であったが、導入後は公共交通機関を利用することが増えた結果、自家用車は 2 割まで

低下している（図表 6）。異なるモビリティの走行データを持たない自動車メーカーは、長

図表6 フィンランド・ヘルシンキのwhimユーザーの移動手段の変化

（１）アプリ導入前

（２）アプリ導入後

出所：MaaS Global資料
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い目で見た場合、モビリティサービスの生態系内の環境変化に対応できなくなり、同生態系

において車両生産を担う下請けとしてしか生き残ることができなくなってしまうかもしれ

ない。 
将来においてこうした事態に陥らないようにするために、自動車メーカーは現時点から交

通などのプラットフォーム形成に参画して異なるモビリティの走行データなどを入手して

おく必要性はあるだろう。 
 

自動車メーカーによるプラットフォーム支配の可能性も 
このままでは自動車メーカーは窮地に陥り、下請けの車両生産メーカーになるのだろうか。

筆者は、いくつかの自動車メーカーはこの難局を打開する切り札をもっていると考えている。

それは自動運転技術である。自動運転は、ドライバー不足といった問題を解決できるだけで

なく、ドライバーなどの人件費削減や自動運転車両の稼働率上昇で安価な値段でモビリティ

サービスを提供することができるようになり、赤字だったこれらの事業収益を黒字に転換で

きるからである。GM は自動運転技術が実用化された場合、ライドシェア事業が黒字化する

試算を示している（図表 7）。 
交通などのプラットフォームで最大の課題はラストワンマイル 14を担うモビリティが存

在せず、シームレスなモビリティを事業として実現できていないことだ。そこで自動運転車

が最後のピースとなってシームレスなモビリティの完成に貢献することができれば、自動運

転技術を持つ自動車メーカーが一転してこれらのプラットフォーム全体の支配力を持つこ

とができるのではないだろうか。 
実際、自動車メーカーなどはモビリティサービスの中核技術として自動運転技術を位置づ

け、その実用化に注力している。先頭集団を走るのはグーグルと GM である。グーグルの

自動運転事業を担うウェイモ社の自動運転車の走行距離は 2018年 8月時点で 1,300万キロ

を超えており、2018 年中にアリゾナ州で無人タクシーを投入する。また GM の自動運転子

会社である GM クルーズ・ホールディングスも自動運転車の実証実験を続けており、2019
年にサンフランシスコで無人タクシーのサービスを開始する。 
なお自動運転技術と同技術を搭載する車両を大量生産できる企業はいくつかの自動車メ

ーカーなどに限られる。配車サービスで世界的に有名なウーバー・テクノロジーズでも 2018
年 3 月に公道で自動運転車の死亡事故を起こして自動運転の実証実験を一時中断せざるを

得なかった。そのウーバー・テクノロジーズに対して自動運転の技術支援を行ったのがトヨ

タ自動車である。2018 年 8 月、トヨタ自動車は追加出資を行い、同社のミニバン「シエナ」

にウーバー・テクノロジーズの自動運転キットに、同社の安全運転支援システムを連携させ

た車両を開発して 2021 年から導入するとした。ウーバー・テクノロジーズですら自動運転

車を使ったモビリティサービスを推進するにはトヨタ自動車が持つ安全確保などの自動運

転関連技術がなくてはならないのである。 
プラットフォーム化によるモビリティサービスの生態系が構築され、自動車メーカーは従

来のビジネスモデルが通用しなくなるだろう。しかし自動車メーカーは自動運転技術を切り 

                                                   
14 ラストワンマイルとは、通信、流通、物流などにおいてユーザーにモノやサービスを届ける最後の区間

を指す。もともとは通信産業で使われていた用語だが、最近では流通や物流の産業でも使われるようにな

っている。インターネットの普及でモノやサービスの輸送量は増加する一方、ラストワンマイルにおける

モノやサービスを届ける担い手は、労働力人口の減少などで不足している。ラストワンマイルをつなぐこ

とは関連企業の経営課題であり、企業競争力を左右すると言われている。 



  

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                            ２０１９．１．７  

- 15 - 
  

 

 
札として活路を開き、新たな事業環境でも主導的な立場で存在感を発揮することは可能では

ないかと考える。 

 

図表7 ライドシェア事業の収益構造
(1)現在

(2)自動運転実用化以降

出所：GM社投資家向け資料を基に筆者作成
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