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EVシフトが世界の石油需要にもたらす
影響について（上）
―石油需要のピークは2030年代後半には到達か―

1．  はじめに
「石油の時代」は石油がなくなるから終わるので
はない
　現在、エネルギーや原材料を石油に依存する「石
油の時代」が続いている。過去には原油の枯渇が
叫ばれ、石油の時代が終わると叫ばれたことが何
度もあった。しかし、こうした見方に対してサウ

ジアラビアの元石油相であるヤマニ氏は、原油は
まだまだ地下に眠っていてコストをかけて新技術
で使えば新たな原油を採掘できるとしている。そ
して石器時代のたとえ話を用いて「石器時代は石
がなくなったから終わったのではない（「石油の時
代」は石油がなくなったから終わるものではない）」
として「石油の時代」の終焉を否定した。
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Point
❶  BPの最新長期エネルギー見通し「BP Energy Outlook 2018」では、これまでの国際機関など
の見通しと違って、2030年代後半に石油需要の拡大が止まり、ピークアウトするとのことで話
題を呼んだ。同見通しによると、世界の一次エネルギー需要見通しは鈍化する見通しであり、これ
には石油など液体燃料の需要増の鈍化・横ばいが効いている。

❷  液体燃料の需要増の鈍化には、内燃機関車の燃費改善や電気自動車（EV）の普及がある。今後の
燃費改善のペースは年率2～ 3％と過去にないペースで進んでいる。EVの保有台数も2040年
時点で3.2 億台に達し、自動車全体の16％を占める。こうした燃費改善やEVの普及には各国の
燃費規制の強化が背景にある。

❸  自動車メーカーや異業種企業の自動運転車の開発・上市の動きは依然として活発である。AI の活用
や業種を超えた連携の動きは強化される方向にある。各社の見通しでは2025年までにレベル4な
いし5の自動運転車が上市される予定であり、その後急速に普及するだろう。

❹  一方、自動運転車が起こした人身事故も起きている。その背景には関連各社の技術力格差が関係し
ている。急速な自動運転車市場の立ち上がりが予想される中で、技術力に劣る関連企業は弱点を補
強するべく異業種間提携など思い切った手を打つだろう。

❺  自動運転技術を新車セールスのアピール材料とするだけでなく、モビリティサービスの中核技術と
して位置付ける企業も出てきている。今後、個人所有の新車販売が見込めない状況において、自動
車メーカーは同技術の用途展開による収益確保を考えなければいけない状況になっている。
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　ただヤマニ氏はこの言葉の後、このように続け
ている。「（青銅器や鉄など）石器に代わる新しい
技術が生まれたから終わった。石油も同じだ」と 1。
つまり、石油に代替する新しいエネルギーへの需
要が高まり、石油需要が低下すれば、石油の時代
は終了するということだ。
　では近い将来において新しいエネルギーが登場
して石油に代替する可能性はあるのだろうか。太
陽光や風力発電など再生可能エネルギーの存在感
は世界各地で増しており、今後も新興国を中心に
普及していくだろう。これらの普及を後押しする
補助金等の制度が世界各国で存在していることに
加えて、太陽光や風力等の発電コストが低下して
場所によっては石炭火力のそれを下回っているこ
とが大きい。

2030年代後半には世界の石油需要はピークに
到達
　さらに石油需要が低下する兆しも出てきてい
る。これまで国際エネルギー機関（IEA）や石油
輸出国機構（OPEC）などの国際機関やエクソン
モービルなどの大手石油会社の予測では、今後、
石油需要の拡大ペースは低下するものの拡大が続
くとしていた。しかし、2017年に入って英仏両国
が2040年までに内燃機関車の新車販売の禁止を
掲げており、中国では2019年以降においてEV
（バッテリー電気自動車やプラグインハイブリッド
車）や燃料電池車の販売割合を自動車メーカーに
義務付けたNEV（New Energy Vehicle）規制を打
ち出している。そうした各国政府の取り組みもあっ
て大手石油会社であるBPが 2018年 2月に発表
した最新エネルギー予測によると、石油需要は
2030年代後半にピークに達してその後縮小に転じ
るとしている。同社によると、世界的なEVの普
及等が石油需要の低下をもたらすとしている。
　そこで、世界の主力エネルギーとしての石油の

位置付けが今後変化するのかどうか需要面から分
析することとしたい。具体的には石油の一大ユー
ザーである自動車産業で生じている構造変化に焦
点を当ててこれらの変化が燃料需要の縮小を通じ
て石油需要の趨勢的な低下につながっていくか見
ていきたい。本号ではBPの最新予測を紹介して
石油需要の見通しとEVシフト等の産業構造の変
化の関係について説明し、次に、自動車産業の構
造変化の一つとして自動運転車の開発動向につい
て解説する。
　
2．「BP Energy Outlook 2018」の概要
世界の一次エネルギー需要は鈍化へ　
　大手石油会社であるBPは世界のエネルギー見
通しである「BP Energy Outlook」を毎年発表し
ている。「BP Energy Outlook」はBPの環境分析
と経営判断をサポートするために作成され、取り
上げたテーマが幅広い議論を引き起こすことを目
的として公表される。同見通しは現時点や現在地
から一歩引いて、今後数十年のエネルギー見通し
についての教訓や洞察を考える機会を提供するも
のとしている。政府機関や国際機関ではなく民間
企業が作成・公表している包括的なエネルギー見
通しは珍しく、BPの他にはエクソンモービルぐら
いしか見当たらない 2。
　BPが 直 近 の 2018年 2月 に 発 表 し た「BP 
Energy Outlook 2018」ではいくつかのシナリオを
用意しているが、ベースシナリオであるEvolving 
Transition（ET）シナリオに基づいて説明したい。
同シナリオは政策、技術、社会選好の変化のペー
スが過去のペースに沿って進むことを前提として
いるが、このシナリオ通りに進んでもパリ協定の
目標を達成することはできないとしている。
　ETシナリオでは世界の一次エネルギー需要は
2040年にかけて新興国、とりわけ中国、インド、
そして他の新興アジア地域を中心に増加する。一

1    日本経済新聞 2009 年 7月 4日付記事。
2    なおシェルは 5年に一度、定量的な見通しではなく定性的な見通しを作成しており、グローバルシナリオとして発表している。
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次エネルギーについて種類別に見ると、再生可能
エネルギーの増加が著しく、増加分の4割につい
て再生可能エネルギーが担う。ただし世界の一次
エネルギーの需要増加は2016年の 132.8 億原油換
算トンから2040年の 179.8 億同トンと今後 25年
間で 2016年の 3分の 1程度しか増えず、増加ペー
スは過去25年間と比べて非常に緩やかである（図
表1）。輸送部門のエネルギー需要の伸びが過去に
比べて鈍化していることが影響しており、このこ
とは大幅な燃費改善が関係している。

原油需要の低下は従来見通しの延長
　世界の一次エネルギー需要全体の中で3割程度

と最大のシェアを占めるのが原油など液体燃料で
ある。世界の液体燃料需要は2015年の日量 9,500
万バレルから 2035年には同 1億 1,030 万バレル
まで増加するとしているが、その増加ペースは年
率0.7％と、2000年から 15年までの増加ペース
（1.4％）の半分程度にすぎない。そして2040年の
液体燃料需要は日量1億 940万バレルと 2035年
から日量 90万バレル低下する。液体燃料全体の
中で過半を占める輸送部門の需要増加のペースが
落ちており、2040年には同需要の拡大はストップ
する（図表2）。輸送機関の燃料需要の鈍化および
低下には、燃費改善のペースアップや原油に代わ
る代替燃料の普及が貢献している。
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図表 1　一次エネルギー需要の種類別見通し

出所：BP Energy Outlook 2018
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図表 2　石油需要の用途別見通し

出所：BP Energy Outlook 2018

産業経済



2018.6　経営センサー
77

　BPが昨年発表した「BP Energy Outlook 2017」
と比較すると、実は見通しを大きく変えていない
ことが分かる。「BP Energy Outlook 2017」の対象
期間は 2035年までであるが、2035年時点におい
て両方の一次エネルギー需要見通しを比較すると、
今年の「BP Energy Outlook 2018」（171.6 億トン
（石油換算、以下同じ））の方が、昨年の「BP 
Energy Outlook 2017」（171.57 億トン）よりも
300万トン程度増加している。同じく2035年時点
の原油需要見通しについても同様で大きく変化し
ていない。巷間では保守的なBPが 2018年になっ
て長期的なエネルギー見通しを大きく変えたと騒
がれているが、一次エネルギー需要全体や原油需
要の長期見通しに関してはこれまでの見通しの延
長で出てきた数値であって、驚くべきものではな
いといえる。
　
自動車台数の伸びより小さい燃料需要の伸び
　輸送機関のエネルギー需要見通しについてBP
のベースシナリオ（ETシナリオ）では乗用車と
商用車への世界需要が2040年までに倍増を超え
るとしている。対照的に燃料需要の増加は25％程
度にとどまるとしており、過去25年間と比べて
非常に低い伸びである。また2040年近傍では燃
料需要の伸びは止まるとしている。2016年時点で
は 26.1 億トンの輸送燃料を消費しており、1人当
たり所得上昇率や人口増加の成長率を考慮すると、
2040年には 47.2 億トンまで燃料需要が増加する
見込みであるが、その間の燃費改善で燃料需要を
15.1 億トン程度抑え込むことができるとしてお
り、全体として32億トン程度の需要増加まで抑
えられる予想としている。地域別に見ると、
OECD諸国は 2020年代から燃料需要が低下す
る。中国については燃料需要の伸びは低下するも
のの2035年まで増加する見通しであり、2030年
代後半に入ってようやく燃料需要は低下する。一

方、インドは2040年まで燃料需要は増加の一途
をたどるとしている。
　燃料需要の伸びが限定的なものにとどまる理由
として、主として乗用車の燃費改善によるところ
が大きい。BPは乗用車の燃費改善のペースは年率
2～ 3％で進むと見ている。このペースは過去15
年間において最も速いペースであるが、これは各
国での燃費目標の明示とそれに基づく規制強化に
よるところが大きい。BPの予測では欧米中の燃費
は2016年のそれぞれリッター19.6km、同 15.1km、
同 14.4kmから、2040年にはそれぞれリッター
47.3km、同 41.9km、同 34.4kmまで今後25年程度
で2倍以上改善するとしている。
　
世界各国で燃費規制が強化へ
　世界各国における燃費・CO2排出規制について
車種ごとではなく企業単位で実施されているとこ
ろが多い 3。各国のCO2排出規制の状況は図表3
の通りである。
　欧州では2021年までにCO2排出量を 95g/km
まで削減する必要がある。2018年 4月時点では同
118g/kmまで減らしてきているものの同目標の達

3    CAFE （Corporate Average Fuel Economy）と呼ばれる方式で、自動車メーカーが販売したクルマ全体の平均燃費を算出し、そ
れが基準値を下回らないように義務付けるもの。米国や欧州などで導入されており、日本でも 2020 年度から導入される。
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出所：ICCTホームページ
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成は依然として難しい状況であり、欧州の自動車
メーカーはEVの販売シェアを増やす必要がある。
　米国では2025年までに乗用車の燃費規制から
考慮するとCO2排出量を 99g/kmまで削減しなけ
ればならないが、2016年時点の状況（152g/km）
を考慮するとかなりの企業努力が必要となるだろ
う。2018年からカリフォルニア州のZEV（Zero 
Emission Vehicle）規制（一定割合の電気自動車
や燃料電池車の販売を自動車メーカーに義務付け
る環境規制）がニューヨーク州など9州に適用さ
れる 4。
　日本の燃費規制について2020年目標として
CO2排出量換算で 115g/kmを掲げているが、2016
年時点でCO2排出を既に 115g/kmまで抑制して
きており、目標を達成している。
　中国では燃費規制は2020年において 117g/km
の CO2排出まで抑え込むことを目標として掲げて
いるものの、2016年時点では 151g/kmと道のり
は遠い。ただ中国は2019年からEVや燃料電池
車の販売を中国で事業展開する自動車メーカーに

義務付けるNEV（New Energy Vehicle）規制を導
入する。
　
2040年には EVの保有台数は3.2 億台に
　燃費規制の強化は内燃機関車の燃費改善のペー
スアップだけでなく、EVの普及を促す。世界の乗
用車保有台数について2020年には 11.6 億台、
2030年には 15.9 億台、そして 2040年には 19.7
億台まで増加するとしている。そのうち、内燃機
関車は2020年時点では 99％を超えるものの、そ
の後シェアは低下して2030年には 94％（15.0 億
台）、そして 2040年には 84％程度（16.5 億台）と
なる。代わってEVが 2020年の 700万台から、
2030年には 6％、9,500 万台、そして 2040年には
16％、3.2億台まで増加する見込みである（図表4）。
　走行距離で見ると、EVのシェアは 2030年には
全体の 13％（3兆 km）、2040年には同 31％（9.9
兆 km）まで増大し、保有台数ベースよりも大きく
なる。その理由として、まずEVがシェアードモ
ビリティ 5に活用されることで走行距離が伸びる

4    ただしトランプ政権の発足で環境保護庁（EPA）が燃費規制の見直しを発表しており、これまでの燃費規制が大幅緩和される可
能性がある。

5    シェアードモビリティとは自動車などの使用を共有（シェア）することにより、必要な時に短距離の移動を可能にする革新的な
交通・輸送の仕組みを指し、カーシェアリングやライドシェアリングなどがある。
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こと、次に2020年初頭以降、シェアードモビリ
ティにおいて完全自動運転技術が適用され、無人
EVの移動サービスが提供されることで2030年代
以降にEVの走行距離は格段に増加することが挙
げられる。なお、トラックについても短距離用途
でかつ小型トラックについてはEV化が進行して
トラック走行距離全体の15％について電動トラッ
クが占めるとする。
　乗用車による原油などの液体燃料需要は主とし
て途上国で増加して2016年の日量 1,870 万バレル
から 2040年には同 4,130 万バレルに達する見込み
である。ただし、その間において燃費規制の強化
による燃費改善とEVの普及が進むことから液体
燃料需要はそれぞれ日量1,820万バレル、同 250
万バレルの低下が予想される。さらにシェアード
モビリティに自動運転化されたEVが活用される
ことで日量200万バレル程度の燃費低下が進むと
見られており、2040年においての液体燃料需要は
ネットで見ると日量1,860万バレルと 2016年時点
とほとんど変わらないとしている（図表5）。

今後の燃料需要低下は規制次第
　今後、乗用車による液体燃料需要の低下は加速
していくのだろうか。確かにEVへのシフトやシェ
アードモビリティの普及は石油など燃料を効率的
に使うことにつながり、燃料需要の低下は見込ま
れるものの、これらは全て自動車メーカーの燃費
規制の強化への対応の結果と言い切れる。
　その燃費規制だが、各国においての燃費規制は
自動車メーカーごとに行われているため、自動車
メーカーがEVなど燃費改善が容易な特定の車種
で燃費改善を進めて各社の燃費規制を達成するこ
とが可能であれば、それ以外の車種で燃費改善を
進めるインセンティブに乏しい。その結果、将来
において乗用車の燃費改善が燃費規制を超えて加
速して進み燃料需要が劇的に低下することは考え
にくい。乗用車などの燃料需要の低下は燃費規制
の強化次第と言えるのではないか。
　なおBPの「BP Energy Outlook 2018」につい
て他の国際機関や民間企業の見通しと比較しても
突拍子なものではない。2016年から 40年にかけ
ての一次エネルギー需要成長率についてBPは
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図表 5　2016 年から 40 年にかけての液体燃料の需要見通し

出所：BP Energy Outlook 2018
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1.3％と、他の国際機関や民間企業の見通しのレン
ジ内（0.9 ～ 1.4％）に位置している。石油だけを
取り出してもBPは 0.14％と、同見通しレンジ
（0.08 ～ 0.27％）中央に位置している。ただ2040
年のEV保有台数についてはBP見通し（3.2 億台）
は他の見通しと比較するとより高めの数値を発表
しているが、目立って突出しているわけではない。
むしろ今後は他の国際機関や民間企業がBPと同
様、原油需要がピークアウトするという見通しを
発表していく可能性が高いだろう。
　
3．  最近の自動運転車の開発の動き
異業種間連携が活発に
　次に、石油の一大ユーザーである自動車産業で
生じている構造変化、中でも自動運転、電動化、
そしてカーシェアやライドシェアなどモビリティ
サービスについて以下でそれぞれ取り上げて解説
したい。本節では自動運転の開発等の動向につい
て説明する。

　自動車メーカーや ITなど異業種企業の自動運
転車の開発・事業化への取り組みは依然として活
発である。ドイツのアウディは2017年 10月から
発売したセダン「A8」6に世界で初めてレベル3
の自動運転機能を搭載した。米国グーグルの子会
社であるWaymoは 2018年中にアリゾナ州でレベ
ル4の自動運転車を使った無人の配車サービスの
開始を発表した。2018年 3月にはGMが米国内工
場に投資して2019年からのレベル4の自動運転
車の量産を開始することを発表している（自動運
転のレベルについては図表6参照）。
　筆者は自動運転の開発・事業化の動向について
過去数年間ウオッチしてきた。2017年初めに作成
したレポート 7の中で、最近の自動運転車開発の
特徴として、自動運転における認識や判断の段階
でAIの活用を進めると同時に、自動車メーカー
と ITなど異業種企業がそれぞれ連携先として認
識していることを指摘したが、その傾向は 2017
年から 18年にかけても変わっていないどころか、

6    「A8」の自動運転機能は高速道路上において 60km以下で走行している時に使用できる。また自動運転中にスマートフォンを見
ることは禁止されている。ただ現時点では車両認証が得られていないため、自動運転機能を使うことはできない。車両認証には
国連で自動操舵の規則の改正が必要とされ、現在、議論が行われている。

7    「目前に迫ったクルマの自動運転　自動車メーカーに産業構造の危機　まずは異業種とのビッグデータ争奪戦へ」東レ経営研究
所『TBR産業経済の論点』No.17-02、2017 年 2月 22日発表。

図表 6　自動運転のレベル
レベル 概要 責任関係等 実用化時期

レベル 0 運転者への注意喚起等 ドライバー責任 実用化済み

レベル 1 アクセル・ブレーキ・ハンドルのいずれか
の操作を自動車が行う状態 ドライバー責任

実用化済み
自動ブレーキ、ACC
（アダプティブ・クルー
ズ・コントロール）、
LKA（レーン・キープ・
アシスト）

レベル 2 アクセル・ブレーキ・ハンドルのうちの複
数の操作を一度に自動車が行う状態

ドライバー責任
（監視義務及びいつでも
安全運転できる態勢）

2017 年

レベル 3
アクセル・ブレーキ・ハンドル全て自動車
が行う状態（限定地域内）、緊急対応（シ
ステムが要請したとき）のみドライバー

システム責任
（作業継続が困難な場合
はドライバー）

2020 年目途

レベル 4 アクセル・ブレーキ・ハンドル全て自動車
（ドライバー以外）が行う状態（限定地域内）

システム責任

2025 年目途

レベル 5
アクセル・ブレーキ・ハンドル全て自動車
（ドライバー以外）が行う状態（限定地域
内ではない）

（注）  SAE（米国自動車技術者協会）による分類。
出所：内閣府「SIP自動走行システム研究開発計画」2018年4月を基に筆者作成
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強化する方向で進んでいる。
　2017年以降の主要な自動車メーカーの動きだけ
を取り上げても、AI活用と異業種連携の動きが目
立つ。トヨタ自動車（株）は2017年 6月にAIを
使った自動運転技術の開発でエヌビディアと提携
しており、同年8月にはAIベンチャーのプリ
ファードネットワークスに追加出資を実施した。
GMは自動運転に不可欠なLiDARセンサーの低
コスト生産技術を持つベンチャーStrobe を買収し
ている。GMは 2016年 3月に自動運転車のベン
チャーであるCruise Automation を買収して以来、
自動運転車の開発を加速させているが、このセン
サー技術を持つ企業の買収で、2019年中のハンド
ル等のないレベル4の自動運転車「Cruise AV」
の量産・販売に向けて一歩前進した。VWは提携
先のイスラエルのMobileye のマッピングサービス
を搭載すると同時に、エヌビディアとAIを活用
した自動運転技術の開発で提携している。そして
2018年 1月 5日には米国ベンチャー企業の
Aurora Innovation と自動運転のソフトウェア開発
で提携している 8。
　一方、2017年から 18年にかけて新たな動きと
して中国での自動運転の技術開発の動きが目立
つ。中国のアリババ、テンセント、百度（バイドゥ）
など IT大手企業が関心を持っており、なかでも
バイドゥが2017年 7月に立ち上げた自動運転開
発プロジェクト「アポロ計画」が注目を集めてい
る。「アポロ計画」は官民共同で開発しているAI
を活用して、ダイムラー、フォード、ボッシュ、
コンチネンタル、エヌビディア、インテルなど内
外1,700社と連携して自動運転の開発を行うもの
である。同社の開発スケジュールによると、2020
年末に完全自動運転の実現を予定している。

自動運転車は2020年代後半には普及段階へ
　自動車メーカーによると、おおむね2025年頃ま
でにレベル4相当の自動運転車を開発・上市する

見通しとなっている。欧米の自動車メーカーはお
おむね2019～ 21年頃にレベル3から 4相当の自
動運転車を上市する予定であり、日本メーカーの
上市時期は2020～ 25年にかけてとなっている。
　なお、自動運転車の開発は自家用車用途と移動
（モビリティサービス）用途の二本立てとなってい
る。自家用車用途は、まず高速道路上でレベル3
の自動運転走行を実現して、その後、一般道路上
でレベルを上げていく方向である。モビリティサー
ビス用途では、当初から限定された一般道路でレ
ベル4からレベル5の走行を目指すとしている。
　自動運転車の普及については市場調査会社やコ
ンサルティング企業が市場予測を発表している。
厳密な比較はできないものの、以前のものと比べ
て上方修正される傾向にある。2018年 2月にボス
トンコンサルティング（BCG）が発表したレポー
トでは、2035年の世界の新車販売に占めるレベル
4ないし 5の自動運転車の台数は2,500万台、
23％に達するとしている。またプライスウォー
ターハウスクーパース（PwC）が 2017年 10月に
発表したレポートによると、米欧中の世界主要三
地域の2030年時点におけるレベル3、4、5の自
動運転車の新車販売はそれぞれ 1,100万台、2,800
万台、1,200 万台まで増加し、保有台数で見ても
レベル4ないし 5の自動運転車は同地域で8,100
万台に達するとしている。
　
自動運転の技術格差が顕著に
　2018年 3月 18日、アリゾナ州でウーバーの自
動運転車が自転車を押して道路を横断していた歩
行者を跳ねて死亡事故を引き起こしている。同月
23日にはカリフォルニア州で半自動運転中のテス
ラの車が高速道路の中央分離帯に衝突・炎上して
ドライバーが死亡している。半自動運転中のテス
ラの自動車の死亡事故は2016年 5月以来の二度
目である。テスラ車の事故はドライバーのミスに
よるものだが、ウーバー車の事故はソフトウェア

8    Aurora Innovation は同日、現代自動車とも提携している。
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トラブルによるものとされている。ウーバーの自
動運転車の事故を受けてトヨタ自動車（株）など
一部のメーカーは自動運転車の実証実験を中断し
ている。
　このような自動運転に関連した事故の背景には、
自動運転車開発における各社の技術格差が関係し
ている。米国の調査会社Navigant Research が
2018年 1月に自動運転車メーカー 19社の自動運
転車の取り組みについて戦略とその実行の2軸の
観点で評価している（図表7）。自動運転車領域で
の「LEADERS（リーダー）」企業としてGMや
Waymoなど6社が位置付けられるのに対して、事故
を起こしたテスラやウーバーは「CHALLENGERS
（挑戦者）」としての位置にとどまっている。日本
のメーカーについては日産自動車（株）・ルノー連
合が「リーダー」と「CONTENDERS（競争相手）」
の間、トヨタ自動車（株）は「競争相手」、そして
本田技研工業（株）は「挑戦者」の立場として考
えられている。

　また、自動車メーカーが2017年末にカリフォル
ニア州当局に提出した「Autonomous Vehicle 
Disengagement Reports 2017」によると、Waymoの
自動運転車が2016年 12月から2017年 11月まで
の公道試験で56.7 万 km走行しており、その間の
人間が運転に介入した回数は63回にとどまってい
る。平均すると9,003km程度の距離を人間の介入
なしに自動運転ができたことになる。次にGMの
自動運転車が21.2 万 km走行して人間が運転に介
入した回数は105回、平均2,017km程度の距離を
人間介入なしの自動運転を実現している。日本勢
の中では日産自動車（株）の自動運転車が8,000km
走行して人間介入回数は24回、人間介入なしの自
動運転走行距離は平均336kmとなっている。
　もちろんこれらのデータはカリフォルニア州で
の公道実験に限ったものであり、各社の自動運転
に関する総合的な技術力を示すものではない。し
かし、各社によって自動運転の技術力に差がある
ことは否定しがたい事実であり、自動運転車の市

図表 7　自動運転車の開発に取り組む 19社の戦略と実行についての評価

出所：Navigant Research ホームページ
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場が予想よりも早く立ち上がると見られている中
で、自動車メーカー、とりわけ「挑戦者」や「競
争相手」に位置付けられているメーカーは早期の
市場拡大を見据えて弱点を補完するべくドラス
チックな異業種企業間連携などの手を打つものと
予想される。

モビリティサービスを支える中核技術としての
位置付け
　自動運転を今後の新車販売のセールスポイント
としてアピールするだけでなく、自動車メーカー
や異業種企業が今後展開するモビリティサービス
において中核技術として位置付ける企業が出てき
ている。
　フォードは2017年 9月にライドシェア企業の
Lyft との提携を発表し、フォードの自動車がLyft
のスマートフォンアプリで対応できるように両社
のシステム連携を進める。そして両社は2021年
までに自動運転車の配車サービスを実施する予定
である。Lyft は GMから 5億ドルの出資を受け入
れていたが、さらにフォードと提携を進めること
で自動運転技術を活用したモビリティサービスを
強化する。Lyft はその 3カ月前の 2017年 6月に
グーグル子会社のWaymoと自動運転の技術研究
および製品開発で提携している。
　2017年 1月に次世代交通サービス「イージーラ

イド」の開発で提携を発表した日産自動車（株）
と（株）DeNAは 2018年 3月、横浜市みなとみ
らい地区で自動運転の実証実験を実施した。実証
実験では、自動運転車による目的地までの移動だ
けではなく、おすすめスポットや最新イベントな
どの紹介や割引クーポンの付与など今までにない
乗車体験を提供した。こうした実証実験を踏まえ
て2020年代早期に両社は日本国内で本格的なモ
ビリティサービスの展開を目指すこととしている。
　ちなみに自動運転タクシーなど自動運転技術を
活用したモビリティサービスを提供する車両台数
の販売見通しはコンサルティング企業によって作
成・公表されている。その数値はかなり幅がある
ものの、2030年時点で 8.4 万台（日米欧）～
1,060万台（欧米）9となっている。一方、これま
での個人所有の車両の販売台数は自動運転機能を
追加したものを合わせても減少すると見ており、
自動車メーカーとしてはモビリティサービスなど
自動運転技術の用途展開による収益確保を考えざ
るを得ない状況になったと言えるだろう。
　
　次号（2018年 10月号掲載予定）では電動化や
ライドシェアなどモビリティサービスの最新動向
について紹介し、こうした自動車産業の構造変化
が燃料需要にどのような影響を与えるのか分析し
たい。（続）

9    8.4 万台はアーサー・ディ・リトル・ジャパン（2018 年 1月）、1,060 万台はPwC（2017 年 10月）。他にも 5百万台程度（世界全体、
BCG、2018 年 2月）、3百万台（米国のみ、KPMG、2017 年）がある。

EVシフトが世界の石油需要にもたらす影響について（上）


