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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転換の危機 まずは異業種との 

ビッグデータの争奪戦へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 自動運転機能を持つクルマが市場に投入されている。自動運転の開発は自動車メーカー

がもともと取り組んでいたが、IT など異業種の参入が開発を加速させた。異業種の参

入には自動車のメガサプライヤーや半導体メーカーの貢献が大きい。 

■ 技術的課題は、自動運転プラットフォームの高度化・小型化・低価格化、高精度地図や

関連インフラの整備、ヒトとのやりとりの仕方、サイバーセキュリティがあり、社会的

課題は、関連条約・国内法の改正、事故時の責任の所在、社会での理解浸透などがある。 

■ 自動運転車開発に関して 2 年前との違いは、①AI の活用進展、②異業種の自動運転車

市場へのスタンス変化、③自動車メーカーの走行ビッグデータ獲得への動き、がある。

特に③について自動車メーカーと異業種企業は自動運転車の販売ではなく、走行ビッグ

データの獲得を巡って対立することとなろう。 

■ 自動運転車は 2020年以降、地方から普及していき、2030年には街中に出現するが、規

制改革や法制度整備の進展具合によっては欧米での普及の方が速い可能性もある。 

■ 2030 年以降、先進国を中心に自動運転車が普及し、ライドシェアが理解浸透する。そ

の結果、先進国内の自動車の販売台数は減少して自動車産業は構造転換を迫られるだろ

う。今後 10 年程度で自動車メーカーはこれまでのクルマの売り切りビジネスから脱却

できるかどうか注目される。 
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1. はじめに 

自動運転機能を持つクルマが次々投入へ 

 ついに自動運転機能を持ったクルマが市場に投入されている。米国のテスラモーターズは

2015年 10月に自動運転機能を搭載した電気自動車を発売しており、2016年 8月に日産自

動車が高速道路の同一車線で自動走行できるミニバン「セレナ」を販売開始した。また自動

運転車を使った配車サービスなども行われている。 

自動運転車とは、搭載したカメラやセンサーなどが集める情報や地図情報を基にして、人

工知能（AI）が車両位置や障害物等を認識して走行経路を判断し、ハンドルやアクセルや

ブレーキ等を操作・制御して、車両を走行させるクルマを指す。もともと自動車メーカーが

開発に取り組んでいたが、2010 年にグーグルが自動運転車の開発を発表し、欧米当局が公

道での走行実験を許可したことで開発競争が激化した。 

現在、自動車メーカー等が実現している自動運転は、アクセル、ブレーキ、ハンドルなど

の操作のうち複数の操作が自動化されたレベル 2である（図表 1）。レベル 3 以上の高度な

自動運転車についてアウディや BMWなど欧州自動車メーカーは 2017年から 21年にかけ

てレベル 3以上の自動運転車を投入する予定であり、GMやフォードなど米国勢も 21年ま

でに商業用途に限定して投入する。日本勢は日産自動車が 2018年に高速道路で車線変更が

できる自動運転車を、2020 年には市街地での自動運転車を販売する。トヨタ自動車や本田

技研工業も 2020年頃に高速道路での自動運転車を実用化する。 

 

交通事故削減が目的 

自動車メーカーが自動運転車の開発に取り組む背景として、まず交通事故の削減がある。

交通事故の大半は運転者の法令違反など人為的なものに因り、自動運転は交通事故を劇的に 

 

 

図表1 自動運転のレベル

NHTSA SAE

レベル0 レベル0 ドライバー責任 実用化済み

レベル1 レベル1 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 レベル2
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）

2020年までだが、一
部の車両で実用化

レベル3 レベル3

システム責任
（特定の交通環境下での

自動走行）
（監視義務なし）

2020年目途

レベル4

レベル5

（注）NHTSAは米国運輸省高速道路交通安全局、SAEは米国自動車技術者協会。SAEのレベル4では手動運転も可能。
　　レベル5は自動運転のみ。
　　なお、官民ITS構想・ロードマップ2016では遠隔制御で動く無人車両（レベル4以上）を東京五輪までに走らせるとしている。
出所：内閣府「SIP自動走行システム研究開発計画」2016年10月を基に筆者作成
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減らすと期待されている。その他にも交通渋滞の解消があり、渋滞の解消で多大な経済損失

を防ぐと同時に環境負荷の低減を実現できる。 

日本では高齢化の進展でクルマの運転が負担と感じる人々は増加している。自動車事故全

体が減少する中で高齢者が起こす割合は上昇しており、免許の自主返納件数は年々増加の一

途をたどる（図表 2）。物流業界ではトラックなどの運転者が不足しており、交通の足に悩

む地方では移動が困難となった高齢者が不便をきたしている。自動運転車の導入は運転者不

足を緩和し、高齢者などの交通弱者を救うだろう。 

 

異業種企業の参入 

自動運転車の開発が激化しているのは、グーグルやウーバーテクノロジーのような異業種

の企業が参入したことが大きい。グーグルの自動運転車の公道走行距離はすでに 320 万キ

ロメートルを超えた。彼らは自動運転車そのものを販売するよりも、クルマがインターネッ

トにつながる基盤技術や、移動サービスを提供することを目論む。移動サービスとは、ヒト

やモノをある場所から別の場所に運ぶサービスであり、さらに詳細な道案内やメンテナンス

提案など快適な移動を実現するための様々なサービスが提供される。実際、2016年 9月か

らウーバーテクノロジーは自動運転車の配車サービスの試験運用を米国で開始した。オラン

ダ、スイス、シンガポールでは自動運転のバスやタクシーの試験運用が行われている。国内

では神奈川、千葉、秋田、福岡で自動運転のタクシーやバスの実証実験に着手した。 

 こうした異業種の市場参入を支えているのが、ボッシュやコンチネンタルなどメガサプラ

イヤーやエヌビディアのような半導体メーカーである。メガサプライヤーは自動運転に関す

図表2　全国の交通事故に占める高齢運転者の割合と免許返納件数の推移

(注)高齢運転者とは、原付以上を運転している65歳以上の運転者。免許返納件数は65歳以上の

　　運転経歴証明書の交付件数で代替した。

出所：警察庁交通局「平成27年における交通事故の発生状況」「運転免許統計」
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るソフトウェアやハードウェアをシステムとして提供できる。またソフトウェアについては

半導体メーカーが半導体チップとプログラムと高精度地図から成る自動運転プラットフォ

ームを構築している。実際、エヌビディアの自動運転プラットフォームは多くの自動車メー

カーやサプライヤーで採用が決まっている。自動車メーカーだけでなく異業種の企業でも彼

らの力を借りることで自動運転車市場に容易に参入できるようになった。 

 

2. 依然として解決が必要な技術的・社会的課題 

市場調査やコンサルティングの会社は、2035年には世界でレベル 3以上の自動運転車は

自動車市場全体の 9％から 24％を占めるという予測を発表している1。ただし自動運転車が

普及していくには、数々の技術的・社会的課題を解決する必要がある。 

技術的な課題として、あらゆる状況で正確な認識・判断が求められることだ。具体的には、

信号を含めた交差点の状況や見にくい中央線を認識した上で、歩行者等の動きを悪天候でも

把握せねばならない。市街地では死角からヒトやクルマ等が飛び出して来るのを予測したり、

混雑した交差点でヒトやクルマに合図しながら進んだりしなければならない。現在、ディー

プラーニング（深層学習）の進化により AIの性能が飛躍的に向上しているため、自動車メ

ーカー等は深層学習の活用で危険予測を含めた AIの認識・判断の精度を高めている。ただ

高度な AI等の搭載はコストアップだけでなく、大量の電力が必要となり、バッテリーや水

冷装置が不可欠だ。 

他にも高精度の 3 次元地図や道路とクルマやクルマ同士の間の情報のやり取するインフ

ラを整備する必要がある。3次元地図は交通環境の認識を正確にするだけでなく、センサー

の搭載数を減らしてコストを引き下げることができる。海外では地図情報サービス大手のヒ

アをアウディ、BMW、ダイムラーが買収するなど 3次元地図整備に向けての動きが活発だ

が、日本国内でも 2016 年 6 月に三菱電機、測量関連企業、自動車メーカー合わせて 15社

が出資して「ダイナミックマップ基盤企画（DMP）」を設立した。また交通環境の認識の中

でも信号情報について現在、搭載カメラだけに頼る状況であり、カメラが故障したときに交

差点などでの安全走行が難しくなる。路車間通信などインフラで自動運転車の信号情報の認

識を確実にする必要がある。 

また自動運転車が社会の中で役割を果たすには、ヒトとやりとり（Human Machine 

Interface）してから動く必要があり、勝手に動くことは禁物である。2017年 1月に米国で

行われた家電見本市（CES）では、トヨタ自動車と本田技研工業はパートナーロボット化

したクルマをコンセプトカーとして発表しており、AI が運転者に寄り添ってヒトとのやり

とりを支援する。 

今後脅威が増すサイバー攻撃で制御不能となるリスクや、誤った情報が共有・増幅するこ

とで交通システムが麻痺するなどのリスクも考慮しなければならない。現在、国連では自動

運転に関するサイバーセキュリティのガイドラインが審議されており、2017年 3月に正式

決定される。 

 

                                                   
1 調査会社の IHSは、2015年１月に自動運転車の市場予測を発表しており、2035 年にはレベル 3を中

心に世界において 1,180 万台の自動運転車市場が生じ、世界の自動車市場全体の一割近くに達するとして

いる。コンサルティング会社のボストンコンサルティンググループは 2015年 4月にレベル 3以上の自動

運転車の市場予測を発表しており、2035 年には全体の 24 ％近くの 3,040 万台としている。2016年 12

月には調査会社の矢野経済研究所が自動運転車の市場予測を発表しており、2030年にはレベル 3以上で

2,011万台販売されるとしている。 
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関連する条約や国内法の変更が不可避 

社会的な課題として、まず有人運転を前提とするジュネーブ条約やウィーン条約や道路交

通法などの国際・国内法制度の変更は避けて通れない。現在、国連の委員会で関連条約改正

の協議が進んでおり、国内でも国土交通省、経済産業省、警察庁などにおいて法律改正やガ

イドライン策定の議論が進んでいる。 

その一方で国連は遠隔制御を条件に条約や国内法の制度変更がなくても無人の自動運転

車の公道での実証実験を認めており、遠隔制御という条件付きとはいえ自動運転車の公道実

験がやりやすくなった。この制度解釈の変更を受けて、日本政府は東京五輪までにレベル 4

以上である遠隔制御による無人自動走行による移動サービスの実現を掲げ、安倍首相はこれ

らの移動サービス等を実証するために制度やインフラの整備、及び国家戦略特区での手続き

の簡素化と速やかな実証実験を関係省庁に促した。地域限定ながらレベル４以上の自動運転

が早期実現する可能性が見えてきた。 

次に自動運転車の事故時の責任の所在を明確にしておく必要がある。レベル 4 以上の自

動運転が実現すれば、運転者からメーカー等に事故時の責任の重心が移ることとなり、現行

の運転者対象の自動車保険制度を根底から揺るがす。レベル 3 であっても事故の原因究明

や責任特定には時間がかかる。東京海上日動火災保険はレベル 3 の自動運転車について被

害者に保険金を迅速に支払い、そのあと事故責任関係者に賠償請求する特約を開発した。 

ある命を救うために別の命を犠牲にしていいのかというトロッコ問題への対応も課題で

ある。例えば急に飛び出した歩行者に対してハンドルを切って方向を変えために別の車線の

クルマと追突して相手や自分の車両の乗客を死なせてしまうような場合、自動運転車はどの

ように対応すればいいのか。トロッコ問題に対して正解はないため、社会からコンセンサス

が得られそうな対応をヒトがあらかじめ一つ一つ教えておかなければならない。 

2016年 5月にテスラモーターズのクルマが自動運転中に死亡事故を起こして衝撃を与え

た。もし自動運転車がもっと大規模な人身事故を引き起こした場合、自動運転車に対して嫌

悪感や忌避傾向が社会で強まり、自動運転が社会で普及しない恐れがある。また高齢者には

最先端技術への抵抗感があって、自動運転の恩恵を享受できないかもしれない。政府や自動

車メーカー等は広報活動などで自動運転に対する社会の理解を深めると同時に、使い勝手を

良くするなどで高齢者などから抵抗感を取り除いておく必要がある。 

 

3. 2年前の自動運転車開発との相違 ①AIの活用が進展 

筆者は 2015 年ごろから自動運転技術の開発を巡る自動車メーカーと IT 企業等の関係や

彼らの取り組みについて見てきたが、2年前の当時と比べて変化した点が 3点ある。 

 まず第 1 点は、自動運転技術は認知・認識・判断・操作の段階いずれにおいても高度な

自動化を進めなければならないが、その認識や判断の段階において人工知能（AI）の活用

が進んだことだ。認識や判断の段階では様々な交通環境を把握する必要があり、人力ですべ

てやっていたのでは間に合わない。一方、先進国における AI の研究開発は IT 企業やベン

チャー企業を中心に急速に進んでおり、社内で研究開発をほそぼそと行っていたのでは取り

残されてしまう。実際、日本の自動車メーカーを見ると、トヨタは AIの研究開発を担う研

究所を米国に設立しており、さらに内外の AIベンチャーに出資している。日産自動車はル

ノーとフランスのソフトウェア開発会社を買収し、さらに大手 IT企業と提携を模索する動

きがある。本田技研工業はソフトバンクと提携して車外だけでなく車内の運転者の状況を把

握する AIの開発を進めている。 
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 一方、AI を提供する半導体メーカーやソフトウェア企業においても動きがある。彼らは

自動運転に使う半導体だけでなく、プログラムや 3 次元地図などで構成される自動運転プ

ラットフォームを提供しており、自動車メーカーや IT企業の自動運転車の開発を支援して

いる。これらの自動運転プラットフォームは柔軟性が高くカスタマイズが容易であり、自動

車メーカーなどはこれらをそのまま車両に導入することで自動運転車を作り上げることが

できる。なかでもエヌビディアの自動運転プラットフォームは自動運転車を開発する多くの

自動車メーカーや部品メーカーに採用されている。ただこれらの現行の自動運転プラットフ

ォームを動かすには大量の電力が必要であり、バッテリーや水冷装置などを車両に追加搭載

しなければならない。今後、小型の自動運転車を走らせるには低消費電力で小型、かつ廉価

な自動運転プラットフォームが不可欠だろう。 

  

②グーグルは自動車メーカーと提携へ 

次に 2点目として、自動運転車の開発を続けていた異業種の IT企業がスタンスを変えた

ことだ。2010 年に自動運転車の開発を発表したグーグルはこれまで同車の公道での走行実

験を続けており、その距離は 320 万キロメートルを突破している。アップルも、その間、

社内で自動運転車の開発を続けていると見られていた。こうした動きに対して自動車メーカ

ーの間ではグーグル等は早期に自動運転車を量産して市場に大量投入するのではないかと

警戒を強めていたのである。なぜなら異業種が考える自動運転車とは運転者がいない自動走

行車であり、クルマ本体は移動に使われる道具に過ぎないため、車両価格が大きく低下する

恐れがあるからだ。このままいくと自動車メーカーのクルマの売り切りビジネスの採算は悪

化して研究開発はおろか、系列の販売店網の維持すらできなくなってしまう。 

だが、グーグルは 2016 年 12 月、社内の自動運転の研究開発部門を独立させ、事業会社

「WAYMO」を設立し、フィアット・クライスラー・オートモービルズに次いで本田技研工

業と提携している。アップルもNHTSA(米国運輸省高速道路交通安全局)に宛てた書簡2の中

で自動運転車をコントロールできるソフトウェアに関心はあるとしているものの、それ以外

については明らかにしていない。 

もちろんグーグルの自動運転技術は完成したわけではないだろう。彼らはまず自社の自動

運転技術の完成度を高めてから、それをもって技術提供先の自動車メーカーをコントロール

しながら事業展開するという当初の方針から、自動車メーカーと組んで現時点の自動運転技

術を高めていくとして事業の方向性を切り替えたようだ。その前提には自動運転技術の完成

に立ちはだかる数多くの障壁、例えば、技術的には悪天候のような環境下で信号を含めた交

差点や見にくい中央線の認識、死角からのヒトやクルマの動きの予測、交差点や狭い道等で

のヒトやクルマに合図しての進行など、社会的障壁としては法制度の改正、損害保険のあり

方、社会での理解浸透などが関係しているだろう。おそらくアップルも自動運転車の開発を

通して同様の認識を持ったと思われる。彼らの方にも自動車メーカーに歩み寄らねばならな

い事情が出てきたのである。 

 

③自動運転車販売よりも、走行ビッグデータ獲得に焦点 

最後の第 3点として、自動車メーカーが異業種と連携を強めたことがある。彼らはグー

                                                   
2 Apple's Comments on the Federal Automated Vehicles Policy(2016.11.22) 

https://www.regulations.gov/document?D=NHTSA-2016-0090-1115 
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グルやアップルからの自動運転車市場への早期参入脅威が和らいでほっとしているどころ

か、むしろ IT企業との連携を積極果敢に行っている。特に走行ビッグデータ解析、次世代

移動通信システム、そして移動サービスについては、大手の自動車メーカーも積極的に提

携・出資に動いている。 

現在、相乗りなどの移動サービスを提供するウーバーテクノロジーなどのライドシェア企

業が台頭している。フォードによると、2015年時点では米国のタクシーやライドシェア企

業の走行距離は 50億マイルに達しているが、その走行距離は自動運転車が投入されること

で加速度的に伸び、2025年には 1,100～1,400億マイルに到達し 2015年の 20倍以上とな

る。それでも米国乗客の移動距離全体の 2～3％に過ぎず、まだまだ利用距離は伸びるだろ

う（図表 3）。またコンサルティング会社のデロイトトーマツコンサルティングによると、

2030年の世界主要国の乗用車保有台数のうち、最大 2台に 1台が個人からライドシェア関

係者の所有に切り替わるとしている3。 

こうした移動サービスを提供する企業に対して自動車メーカーは、まずゼネラルモーター

ズ(GM)が 2016年 1月、米国のライドシェア企業である Lyftに出資を決め、次に 5月にフ

ォルクスワーゲンがイスラエルのライドシェア企業の Gettに、そしてトヨタ自動車がウー

バーテクノロジーへの出資を発表した。 

自動車メーカーのライドシェア企業との提携・出資の狙いは、今後投入する自動運転車の

売り込み先の確保だけではない。自動運転車を走らせることで取得できるビッグデータの獲

得が最終目的だ。トヨタ自動車は 2020年までに日米で販売する乗用車に車載通信機を搭載

する予定であり、車載通信機から取得したビッグデータを活用して移動サービス事業などを

異業種と組んで展開して新たな市場に打って出るつもりだ。 

もちろんライドシェア企業も自動車走行から得られるビッグデータを狙っている。自動車

メーカーと異業種企業は提携を進める一方、ビッグデータの獲得を巡って火花を散らせるこ

                                                   
3 デロイトトーマツコンサルティング「モビリティ革命 2030 自動車産業の破壊と創造」日経 BP社、2016

年 10月 

図表3 2015年と2025年（予測）の米国のライドシェアの走行距離

出所：フォード　「INVESTOR DAY」資料、2016年9月14日
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ととなるだろう。 

 

4. 自動運転車の実現時期と将来像 

カギを握る自動運転プラットフォーム 

日本国内で自動運転車が本格的に普及するカギは、自動運転プラットフォームの精度と消

費電力と価格だろう。市街地を走るには現在より精度の高い自動運転プラットフォームが必

要であり、高度な自動運転プラットフォームは大型で高価なクルマほど導入しやすい。その

一方でクルマが小さくなればなるほどバッテリーを含めて物理的に収納スペースの確保が

できなくなると同時に、車両価格もさほど引き上げられないなど制約が厳しくなる。小型車

の場合、既に大容量のバッテリーが搭載されている電気自動車でないと難しいのではないだ

ろうか。 

高精度の 3 次元地図や路車間通信などのインフラが充実すれば、現在の自動運転プラッ

トフォームの精度でも市街地で自動運転が可能になるかもしれない。ただし、これらのイン

フラの整備には多大な時間とコストがかかる。 

一方、地方では鉄道や路線バスなどが廃線となって交通の足の確保に困る状況となってお

り、自動運転のバスやタクシーに期待が集まっている。地方であればセンサーや AIが認識・

判断しなければならない交通環境の難易度も下がる。自動運転車が普及しやすい状況は地方

にある。 

 

2020年以降、自動運転車は地方から普及へ 

自動運転車は国内において東京五輪以降普及していくが、まず地方から始まるだろう（図

表 4）。地方では交通の足の確保といった社会的ニーズの高まりもあってバスやタクシーの

ような商用の自動運転車の普及が進む。乗用車については自動運転プラットフォームの小型

化、低価格化、高精度地図やインフラの整備などに左右されるものの、大型車から徐々に普 

 

図表4 自動運転車の実現時期と特徴

時期

目的・地域
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及していく。大都市圏での小型車の自動運転は時間がかかると見られるが、2030 年には街

中で走るようになるだろう。 

ただ規制改革や法制度整備や社会での理解の進展次第では国内での自動運転車普及が遅

れるかもしれない。今後自動運転技術が不可欠となるライドシェアについて政府の消極的な

姿勢も気がかりだ。その結果、日本よりも欧米の方で自動運転車の普及が進む可能性に注意

が必要だろう。 

 

ライドシェア浸透で自動車メーカーは事業構造の転換へ 

自動運転車の普及は乗客にドアツゥドアの長距離移動を可能とする。自動運転車で移動す

る間には詳細なナビゲーションから車のメンテや保険など関連サービスがインターネット

を通じて提供され、自動運転車での便利で快適な移動を経験できるだろう。そのうち、自動

運転車による移動以外のサービス、例えば宿泊や電力供給などのサービスが提供されるよう

になるかもしれない。 

自動運転車を購入したオーナーはクルマを利用しないときはライドシェア企業に貸し出

すものと見られる。ライドシェア企業はこうした自動運転車を活用することで幅広い事業展

開が可能になる一方で、これまでの人員輸送を手掛けていた従来のタクシー産業は大打撃を

被るだろう。フォードによると、従来のタクシーだと輸送コストが 1 マイル 6 ドルかかる

が、自動運転車を使った移動サービスでは 1ドル以下という4。 

また 2030年以降はライドシェアに対して社会の理解が進み、自動運転車、とりわけ無人

運転車を使ったライドシェアが各地で浸透していくだろう。その際、自動運転車、レベル 4

以上のクルマだが、その普及台数はクルマ保有全体の 1 割程度でもかなりのインパクトが

ある。たとえ 1 割でもライドシェアで自動運転車の稼働率を上げることが可能であり、実

際に走っているクルマは個人所有のクルマを上回ることとなると見られる。 

ライドシェアのメリットが理解されるにつれてクルマの保有するインセンティブが高齢

者層を中心に低下していき、クルマの保有台数が徐々に減って販売台数が減少する。このこ

とはクルマの売り切りビジネスで勝負していた自動車メーカーへの厳しい試練となるだろ

う。 

このままいくと、日本を始めとする先進国国内の自動車メーカーはこの先 10年程度でこ

れまでのクルマの売り切りビジネスからのビジネスモデルの転換を迫られる。例えば乗用車

販売ではなく走行ビッグデータを活用した関連サービス提供ビジネスに切り替える必要が

ある。そのためには系列の販売網をサービス提供拠点に置き換え、販売網に従事する人々の

意識を変革するなどの大改革が必要となるだろう。                ■ 

                                                   
4 フォード「INVESTOR DAY」資料、2016年 9月 14日 
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