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第1章 事業概要 

1. 背景と目的 

自動車産業は我が国を牽引するフロントランナーであり、広域関東圏 1においても地域

の経済や雇用を大きく支えている。国内市場では自動車の販売台数は減少傾向にあるもの

の、世界市場ではアジア等の新興国を中心に成長傾向にある。 

自動車の動力としては、エンジン搭載車が今後も一定のシェアを占めると考えられてい

るが、昨今、環境・エネルギー問題の解決や快適で豊かな生活環境の創出を目指し、欧米

や中国等を始めとした世界各国において、電気自動車（EV）やプラグイン・ハイブリッド

自動車（PHV）の導入に向けた動きが加速化しており、国際エネルギー機関（IEA）の報告

によれば、2040 年における電動車の割合は 51%に上ると試算されている。こうした中、経

済産業省においては、自動車新時代戦略会議において、2050 年までに日本車について電動

車 100%を目指すことを中間整理としてとりまとめた。 

また、電動化のみならず、IoT 等の先端技術の活用（コネクテッド）、自動運転、シェア

リング等の新たなサービス開発といった潮流（CASE2）が自動車産業の構造を大きく変革

しようとしており、我が国においても、様々な「移動（mobility）」のあり方及びこれらを

最適に統合するサービス（MaaS：Mobility as a Service）の本格的な導入に向けた検討が進

められている。 

こうした変革をチャンスと捉え、革新的技術・データの利活用により、温室効果ガスの

排出削減や交通事故減少、移動困難者の解消など、「移動（mobility）」に関連する様々な社

会的・構造的課題が解決される可能性があり、こうした潮流に対応することが急務となっ

ている。 

他方、広域関東圏の産業構造を分析すると、製造品出荷額に占める自動車関連の割合が

突出しており、加えて、Connected Industries の担い手となる IT 人材や、自社でサービス

やアプリケーションを開発するスタートアップ企業等が集積する地域である。こうした特

徴を踏まえると、広域関東圏は、新たなサービス提供やソフトウェア開発により、CASE や

MaaS（以下、CASE 等という。）に対応し、新技術や新ビジネスの創出を図ることで、新た

な付加価値を創出し、我が国の産業構造の変革をリードしていく、高いポテンシャルを有

する地域であるといえる。 

本調査では、CASE 等の新たな潮流にかかる自動車メーカ、Tier1 企業、通信事業者、サ

ービス事業者等（以下、「自動車メーカ等」という。）のニーズ、地域中小企業・スタート

アップ企業・IT ベンダー（以下、「中小企業等」という。）及び大学等研究機関の取組動向

                                                        
1 本調査における「広域関東圏」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長

野県、山梨県及び静岡県をいう。 
2 CASE（ケース）とは、Connected（車のツナガル化）、Autonomous（自動運転）、Service & Shared（サービス、シェ

アリング）、Electric（電動化）の頭文字を取った自動車業界のメガトレンド。 
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をヒアリングにより整理する。本調査では、CASE の潮流の中でも特に C、A、S の領域に

重点を置き、調査を実施した。加えて、「移動（mobility）」を巡る価値の拡がりや中小企業

等の参入可能性等をプロットしたマップを作成することで、自動車メーカ等がこれまで培

った技術の延長線上にない新分野との融合や中小企業等の新分野への参入領域を明らか

にすることによって、新技術や新ビジネスの創出を図り、もって我が国の自動車産業の国

際競争力強化の加速化を目指す。 

 

2. 実施内容 

本事業の実施内容は、以下のとおりである。 

 

(1) 自動車産業の新たな潮流にかかる国内外の先進的な取組の把握 

CASE 等に関連する国内外の民間企業や大学研究機関等の取組について、文献調査や調

査委託機関が有する知見等の活用によって、課題や将来的な方向性等を把握する。本文献

調査等で得られた結果については、下記（4）において、中長期的な視点から見た「移動

（mobility）」を巡る価値の拡がりを類型化する際の基礎資料とする。 

 

(2) 自動車産業の新たな潮流にかかるニーズの把握 

CASE 等の進展に伴い、新たなサービスの提供、ソフトウェアの開発、車体の軽量化や

小型化に向けた部材の開発等が課題とされていることから、自動車メーカ等に対してヒア

リングを行い、CASE 等の新たな潮流に関する研究開発動向やニーズ（技術的課題）等を

抽出した。 

 

(3) 中小企業等の新分野参入領域等にかかる動向等の把握 

CASE 等への対応に当たり、サービスの提供に向けたソフトウェア・部材開発等が課題

とされていることから、新たな取組を実施している中小企業等及び大学研究機関に対して

ヒアリングを行い、CASE 等の新たな潮流に関する取組の現状や課題（技術面、経営面、

サプライチェーン等のビジネス面など）等を抽出した。 

なお、本調査では、C、A、S に重点を置いたため、これら 3 つの領域で注目される中小

企業等のうち、特にスタートアップ企業や IT ベンダーに焦点が当たっている点に留意さ

れたい。 

 

(4) 新たな付加価値の創出に関するサービスやソフトウェア等の整理 

上記（1）、（2）及び（3）で実施した文献調査やヒアリング結果等を踏まえ、中長期的な

視点から見た「移動（mobility）」を巡る価値の拡がりについて、利用目的、トレンド、イ

ノベーションの方向性等の切り口から類型化し、それぞれの領域毎に必要とされる技術や

課題、中小企業等や大学等研究機関の新分野参入可能性をプロットしたマップを作成した。 
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(5) セミナー等の開催 

CASE 等の新たな潮流にかかる自動車メーカ等のニーズ、「移動（mobility）」を巡る価値

の拡がりや将来的な方向性を把握し、自動車メーカ等との新たな連携による付加価値の創

出に向けた取組を促進するため、本調査内容の報告等を行うセミナーを開催した。 

 

3. 実施体制 

本事業の実施体制を、以下に示す。 

本事業は、経済産業省関東経済産業局からの委託調査として、みずほ情報総研株式会社

が実施した。 

 

 

図 1-1 実施体制図 

 

経済産業省
関東経済産業局

地域経済部先端産業支援課

みずほ情報総研株式会社
コンサルティンググループ
経営・ITコンサルティング部
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第2章 自動車産業の新たな潮流に関する国内外の先進取組事例 

本章では、CASE 等に関連する課題や将来の方向性等を把握するため、国内外の民間企

業や大学研究機関等の取組状況を整理する。 

 

1. 調査概要 

1.1 調査目的・調査方針 

ドイツの自動車メーカである Daimler が 2016 年に発信した「CASE」と呼ばれる新たな

概念が出現している。CASE は、Connected（車のツナガル化）、Autonomous（自動運転）、

Sharing & Service（サービス、シェアリング）、Electric（電動化）の頭文字を取ったもので

あり、自動車業界のメガトレンドとなりつつある。 

また自動車を含む様々なモビリティを一つのサービスとして見立てた MaaS（Mobility as 

a Service）も欧州を中心として広まりつつある。MaaS は、タクシーやシェアリング移動サ

ービス、鉄道、バス、トラムなどの交通手段の情報（経路情報、予約・決済情報等）を統

合し、利用者に最適な経路を提示するサービスである。 

こうした新たな概念やサービスが実現することにより、自動車産業の構造は大きく変化

し、さらには、自動車を含むモビリティ全体のあり方やビジネスモデルが大きく変革する

ことが想定される。今後の自動車産業のあり方について検討を進めていく上では、自動車

産業の潮流に加え、モビリティ全体を俯瞰したトレンドを追跡していくことが重要となる。 

そこで本章では、CASE や MaaS に関する先進的な取組を把握することを目的とし、国

内外の政府、産業界、大学等における CASE 等に関する取組の最新動向について文献調査

を実施した。 

 

1.2 調査方法及び対象 

本事業の最終目標は、自動車メーカ等と中小企業等が連携し、CASE 等に関連する新た

な付加価値の創出に向けた取組を促進するための支援のあり方について検討を行うこと

である。 

CASE 等を実現するにあたっては、情報通信技術等の活用が不可欠である。そのため、

CASE 等の取組を加速させるためには、自動車メーカ独自の取組だけでなく、通信事業者

や IT 企業等の民間企業、研究機関、行政機関等と連携しながら研究や技術開発等を行って

いくことが効果的であり今後ますます重要になると推察される。また、国内のみに留まら

ず、世界規模での連携によって、CASE 等の取組の加速化に繋がりうる。 

そこで、CASE 等の最新の動向を把握するためには、国内のほか、CASE の取組が活発な

欧州、米国、中国等における産官学の取組の現状、及び今後の方向性について包括的に把

握することが重要であると考え、表 2-1 に示すとおり、文献調査を実施した。 
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表 2-1 文献調査の方法及び対象 

調査方法 
各国・地域・組織の Web ページやニュースリリース、各種報道資料、書籍、

各種展示会により最新動向を収集。 

調査対象 

国内外の以下の CASE 等の取組について調査を実施。なお、調査対象はそれ

ぞれの類型で代表的な機関を選定した。 
 
 国家・地域全体の取組 
 自動車メーカの取組 
 部品メーカの取組 
 その他企業の取組 
 研究機関の取組 

 

1.3 調査項目 

表 2-2 に示す項目を中心に調査を実施した。 

 

表 2-2 文献調査項目 

 主な取組 
 現在の取組状況 
 今後の取組計画、方向性 
 取組を実施するにあたっての課題 等 

 主な連携先 
 他社との連携状況 
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2. 調査結果 

2.1 車のツナガル化（Connected）の取組 

2.1.1 国家・地域全体の取組 

(1) 国内 

無線通信ネットワークを活用したコネクテッドカーがもたらす新たな社会像やその推

進方法等を議論した総務省「Connected Car 社会の実現に向けた研究会」にて、コネクテッ

ドカー社会の実現に向けたロードマップを図 2-1のとおり、とりまとめを行っている。2020

年以降、世界最先端の安全・安心・快適な Connected Car 社会を実現するとともに、より高

度な自動運転の実現を目指すべく、2018 年より、具体的な利用モデルを想定した必要技術

の開発や実証に取り組んでいくとともに、多様なプレイヤーが参画可能なテストベッドを

活用することとしている。 

 

 

図 2-1 Connected Car 社会実現ロードマップ 

（出所）総務省「Connected Car 社会の実現に向けて」より抜粋 

 

また同研究会では、図 2-2に示すとおり、コネクテッドサービスの類型化を行っている。

Connected 社会実現の主目的とされる「安全・安心の確保」、「便利で快適な生活の実現」と

いう目的に係る軸、Connected におけるデータ流通に着目し「周辺の道路交通環境（車両、

インフラ等）を由来とするデータか」、「サーバーなど、外部リソースから入手するデータ

か」といったデータの由来に係る軸で整理している。 
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図 2-2 Connected サービスの類型化 

（出所）総務省「Connected Car 社会の実現に向けて」より抜粋 

 

(2) 国外 

○欧州 

欧州委員会（EC：European Commission）では、コネクテッド化と自動運転化を一体に捉

えた「CAM（Connected and Automated Mobility）」という考え方に基づき、CAM の導入と展

開に向けた以下を中心とした取組を進めている。 

 政策の主導 

 ステークホルダーとの密な連携を通した、政策、ロードマップ、戦略等の策

定。欧州委員会内部の総局である DG-CONNECT（コミュニケーションネットワー

ク・コンテンツと技術総局）では、ステークホルダーや国家間の情報共有を推進

している。 

 欧州レベルでの規格整備 

 研究開発プロジェクト等の支援 

 必要に応じて、欧州レベルでの法整備 

また、サイバーセキュリティ、プライバシー、5G、IoT、データエコノミー、データ自由

化、C-ITS など、コネクテッド化に係る取組を推進している。 

 

○米国 

ITS の中期的整備計画「ITS Strategic Plan 2015-2019」に基づき、協調型運転支援システ

ムの実用化など、様々な施策を講じている。車車間通信の普及に向け、2023 年以降、新車

への通信装置の取り付けの義務化に向けた法整備を進めている。 

米国運輸省では、コネクテッドカー技術の早期展開の加速、展開による効果の把握・推

定等を目的として、2013 年より「Connected Vehicles Pilot Deployment Program」を開始して

いる。ステークホルダー・エンゲージメント、セキュリティ管理と認証、アプリケーショ
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ン開発とオープンソース、実証実験、影響評価とコスト便益分析、オープンデータ化等の

領域に分け、2021 年 9 月までの開発等の計画を示している。 

 

○中国 

2015 年に発表された、中国における製造業発展計画「中国製造 2025」において、ICV

（Intelligent Connected Vehicle）を含む次世代自動車を重点分野の一つとして位置づけ、2020

年、2025 年、2030 年に向けた発展計画を示している。ICV 化に向けた重要技術として、長

距離通信、V2X 短距離通信、HCI（Human Computer Interaction） 3、車載センサ、人工知能

等を示しており、この中で重要基盤技術を示している（表 2-3）。 

 

表 2-3 ICV における重要基盤技術 

重要基盤技術 技術の概要 

マルチソース情報 
融合技術 

 環境感知とマルチセンサ情報の融合 
 V2X 通信モジュール集積 
 車載及びインターネット情報融合技術 

車両共同制御技術  完成車集積及び共同制御技術 

データセキュリティ 
及びプラットフォーム

ソフトウェア 

 情報セキュリティ 
 システム健全性インテリジェント監視技術 
 車載はめ込み式操作システムプラットフォームソフトウェア 

HCI 及び 
ドライブアシスト技術 

 HCI 
 マンマシンドライブアシスト 
 故障補完技術 

インフラ及び技術法規 
 インテリジェントドライブアシスト 
 V2X 及びマルチネットワーク融合 

（出所）China Association of Automobile Manufacturers 資料よりみずほ情報総研作成 

 

AI とコネクテッドカーに関する産官学組織として、中国智能網聨汽車産業創新聯盟

（China Industry Innovation Alliance for the Intelligent and Connected Vehicles）を 2017 年に設

立している。 

自動運転等の実現に向けた、自動運転シティの整備を構想しており、次世代の自動運転

社会を見越した通信型の都市を目指し、社会インフラの整備を進めている。 

 

                                                        
3 人とコンピュータが相互にコミュニケーションを行うためのインタラクション。 
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2.1.2 自動車メーカの取組 

(1) 国内 

① トヨタ自動車 

○主な取組 

2003 年より他の自動車メーカや国内外政府機関と協力し、DSRC4の V2X 通信技術の開

発を推進している。2021 年から米国で販売されるトヨタ及びレクサス車両に V2V 通信と

V2I 通信を搭載することを予定している。 

DCM5を搭載した車両の開発を行っており、2020 年までに日米で販売するほぼ全ての車

両に DCM を標準搭載する予定である。DCM を統合管理する CPU 下に、音声通話や高速

データ通信モジュール、緊急時やセキュリティアラーム発生時のデータ発信モジュールを

組み込んでいる。車両データから、販売店やコールセンター等からのリアルタイムでのア

フターサービスの提供や、車両の不具合の早期発見、車載ソフトウェアの常時更新、クラ

ウド型 AI アシスタントとの対話を通じた情報提供、渋滞回避ルートの案内等のサービス

が可能となる。 

専門部署「コネクティッドカンパニー」を通じ、コネクテッドカーのサービス開発、プ

ラットフォーム構築等を進めている。 

EV、自動運転、シェアなどをキーワードに、「全車のコネクテッド化によるプラットフ

ォーム構築」、「ビッグデータ活用の推進による自社ビジネス変革」、「異業種や IT 企業との

連携によるモビリティサービスの創出」を 3 本の矢とするコネクテッド戦略を打ち出して

いる。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

マイクロソフト 

 同社の IT 事業会社であるトヨタメディアサービス（現：トヨタコ

ネクティッド）とマイクロソフトは共同で、車両から得られる情

報の集約や解析、それら結果を受けた商品開発などを手がける

「Toyota Connected」を米国に設立している。 

日本電信電話

（NTT） 

 NTT と協業し、コネクテッドカー分野の ICT 基盤（データ収集・

蓄積・分析基盤、5G、エッジコンピューティングなど）の技術開

発や技術検証、標準化等を行っている。 

KDDI 
 DCM 領域にて提携しており、高品質かつ安定的な DCM・クラウ

ド間の通信の確保に向け、従来のローミングサービス等に依存し

ないグローバル通信プラットフォームの構築を行っている。 

 

                                                        
4 Dedicated Short Range Communications の略。5.8GHz 帯を用いた無線通信。 
5 Data Communication Module の略。車載専用通信モジュールで、専用ネットワークで車両に常時接続可能。 
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② 日産自動車 

○主な取組 

専用の通信ユニットや携帯電話等を接続することで、快適な運転に資する情報の提供や、

オペレータがナビ操作を支援するサービス「NissanConnect サービス」を展開している。同

サービスでは、車両の位置の特定、遠隔操作によるドアの開閉、警告灯の通知案内、カー

データの見える化などを行うことが可能である。 

コネクテッドに係る通信方式はセルラー、DSRC を地域に応じて使い分ける方針である。 

同社、ルノー、三菱自動車のアライアンスでは、2022 年を目処に主要国で販売する新車

の 9 割をインターネットに接続できる車両にすることを計画している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

マイクロソフト 

 同社とルノーは、2016 年、ドライビングエクスペリエンスを発展

させる次世代技術開発に向け、マイクロソフトと提携し、

「Microsoft Azure」と連動した次世代のコネクテッドサービスを共

同で開発している。 

Google 

 2018 年には Google とも提携を結び、同社、ルノー、三菱自動車の

車両に Google の Android の OS を搭載し、インフォテインメント

システム及びドライバー向けアプリケーションを 2021 年から搭載

することを予定している。 

NTT ドコモ等 

 コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン、エリクソン、

NTT ドコモ、沖電気工業、Qualcomm Technologies とともに、日本

初となるセルラーV2X の実証実験を 2018 年より開始しており、

ミリ波レーダや LIDAR、カメラシステム等などのセンサ技術の補

完及び車両の通信能力向上の手段としての活用を目指している。 

 

③ 本田技研工業 

○主な取組 

一般のカーナビでは把握できない渋滞情報、災害情報、安否情報などの多様な情報を提

供する同社独自の通信型ナビ「インターナビ」を提供している。インターナビ装着車が収

集するリアルタイムの交通情報と VICS6の情報を活用することで正確な到着時間や高精度

なルート提供のほか、最速、最安、省燃費などの条件でのルート案内、車両周辺やルート

上の防災情報のリアルタイムでの通知などを実現している。 

安心、安全、快適等の社会の実現に向け、電気自動車や燃料電池自動車等の次世代モビ

リティと暮らしのシステム「Honda Smart Community」を提唱している。次世代モビリティ

と、各家庭や地域の電力供給網から作り出されるエネルギーなどを IT でつなぎ、マネジメ

ントすることが理想的なコミュニティの未来像であるとし、その将来像に向けた研究開発

                                                        
6 Vehicle Information and Communication System の略。道路交通情報通信システム。 
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を行っている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

ソフトバンク 

 コネクテッドの通信基盤として普及が想定される 5G に着目し、ソ

フトバンク株式会社とともにコネクテッドカー技術の強化を目的

とした共同研究の検討を開始している。高速移動中の自動車が通

信する基地局を安定的に切り替える技術や車載アンテナの開発

や、弱電界におけるデータ送受信性能を確保する技術及びデータ

処理技術の開発等を実施している。 

阿里巴巴集団 
（Alibaba Group） 

 電子商取引分野で中国大手のアリババグループとは、コネクテッ

ド化によるサービスの拡充に向けた共同開発を行っている。乗車

しながら料金の支払いができるサービスなどを今後提供する予定

である。 

救急ヘリ病院ネッ

トワーク等 

 救急ヘリ病院ネットワーク、トヨタ自動車、日本緊急通報サービ

ス、ボッシュサービスソリューションズ、プレミア・エイドとと

もに、救急自動通報システム「D-Call Net」の本格運用を 2018 年

より開始している。車両データを元に死亡重症確率を予測し、消

防本部や医療機関へ送信する仕組みを構築している。 

 

(2) 国外 

① BMW【ドイツ】 

○主な取組 

遠隔操作や、ヘッドライトの点滅により車両の位置情報の通知、ドアのロック及び解除

などを行うことのできるスマートフォンアプリ「My BMW Remote」を提供している。BMW

コネクテッド・ドライブ・ストアでは多彩なコンテンツを提供しており、ニュースや天気

等の閲覧が可能となっている。また、事故発生時に、車両の位置情報や衝突状況などをデ

ータとしてコールセンターに送信し、迅速な救急対応を行う仕組み「BMW SOS コール」

や、車両のメンテナンスやバッテリー電圧の低下等の情報を自動的にディーラーに通知す

る機能「BMW テレサービス」などを提供している。 

通信機器メーカや半導体メーカ等と 5G を活用したコネクテッド関連のサービス開発を

目的に、BMW、Daimler、Audi のドイツ大手自動車メーカ及び Intel、Ericsson、Huawei、

Nokia、Qualcomm を中心に、事業団体 5GAA（5G Automotive Association）を 2016 年に設

立している。2018 年には、Audi を中心に、様々なメーカの車両間でのセルラーV2X の実

証の実施を世界で初めて発表している。 

 

 



12 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

百度（Baidu） 
 2016 年、インターネット検索の中国大手企業の百度と提携を結

び、BMW が提供するコネクテッドサービスの拡大を図っている。 

IBM 
 IBM と連携し、Watson の機械学習機能を活用することでドライバ

ーの運転の挙動やニーズを分析し、その結果から安全で安心な運

転に繋げる取組を行っている。 

NTT ドコモ 
 2018 年には、NTT ドコモと連携し、車両にコンシューマ eSIM を

搭載することで、スマートフォンを介した音声通話、モバイルデ

ータ通信、コンテンツ・サービスの提供を目指している。 

 

② Daimler【ドイツ】 

○主な取組 

ナビ機能や電話、ラジオなど様々なアプリケーションを画面上で選択可能なインフォテ

イメントシステム「MBUX（Mercedes-Benz User Experience）」を開発しており、2018 年よ

りメルセデスベンツの A クラスの最新車両に順次搭載している。MBUX の画面は既存の

メータ画面の横に配置されており、MBUX の各アプリケーションを起動する際は、タッチ

スクリーンでの操作のほか、センターコンソールにあるタッチパッド、音声認識等によっ

て直感的に操作できる。また、最新車両には、V2V や V2I 通信等による結果に基づき、滑

りやすい道路や緊急車両の接近等の情報の表示機能や、交通状況を考慮して時間通りに出

発できるようなリマインド通知機能、ドライバーの特性から次に何を行うか予測し提案す

るといった機能等を実現している。なお、地図情報は HERE 社、音声認識は Nuance 社の

データ及びシステムを活用している。 

自動車の通信による多様なテレマティクスサービス「Mercedes me connect」を展開して

いる。事故や走行不能時でもボタン一つで専用のオペレータが対応をサポートするサービ

スのほか、スマートフォンによる車両の状態確認・操作・駐車する機能、周辺のレストラ

ンの情報の提供や予約、それら情報を車に提供するような 24 時間コンシェルジュサービ

スなどを提供している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Qualcomm 
Technologies 

 2015 年より、3G 及び 4G の通信技術を活用したコネクテッドカー

や電気自動車へのワイヤレス給電等の分野で先進技術開発を行っ

ている。 

百度（Baidu） 
 2018 年、中国の百度と提携し、百度のコネクテッドサービスを

MBUX に統合することを発表している。 
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③ General Motors【アメリカ】 

○主な取組 

4G LTE 接続に対応した車載テレマティクスシステム「OnStar」は、事故時等に警察など

への自動連絡、盗難車の位置情報の提供、遠隔操作によるエンジン停止などのサービスを

提供している。OnStar を活用したモビリティプラットフォーム「OnStar Go」を IBM など

の様々な企業と提携して開発し、IBM の Watson の機械学習技術の活用により、ドライバ

ーの判断や習慣を認識したり、位置情報や車両の状態等に合わせた各種情報をダッシュボ

ード上でドライバーに提供することが可能となる。 

2017 年より、車載情報ネットワークシステムにより、オンライン上で商品やサービスの

予約注文や購入可能な電子商取引サービス「Marketplace」を開始している。車内のダッシ

ュボードのタッチパネルを操作することで、移動時に食事の注文、ガソリンスタンドの検

索、レストランの予約等の様々なサービスを受けることができる。また、リアルタイムの

双方向データから、機械学習を活用して高度な顧客体験を提供している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

IBM 等 
 OnStar を活用したモビリティプラットフォームの開発にあたり、

IBM 等との企業と連携している。 

Lyft 
 ライドシェアリングサービス事業を展開している Lyft に OnStar を

提供し、シェアリングカーからのデータ収集を行っている。 

 

④ Ford【アメリカ】 

○主な取組 

Microsoft と共同開発している車載情報システム「SYNC」を 2007 年より展開している。

2015 年に実用化した「SYNC Connect」は LTE 接続機能を有しており、スマートフォンか

ら車両の位置やロックの解除、エンジン始動が可能になっている。また、Apple の「CarPlay」、

Google の「Android Auto」に対応しているほか、Amazon の「Alexa」の音声機能を通じて、

車両から家の制御を行うことができるようになるなど、スマートホームとしての活用も可

能となっている。 

2019 年初頭には、2022 年に米国で販売する全てのモデルに、米政府が多額の投資を行っ

ている DSRC ではなく、セルラー回線による C-V2X 技術を採用すると発表している。フ

ォード車同士の接続を通じて、道路上の危険の情報授受、信号機との接続を通じたスムー

ズな交通流の実現、ファーストフードの自動支払いなどが可能となるとしている。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

マイクロソフト  車載情報システム「SYNC」を共同開発している。 

トヨタ自動車等 

 車両内のインフォテイメントシステムとスマートフォンのアプリ

ケーションを繋ぐオープンソースプラットフォーム「Smart Device 
Link」の発展や管理に向け、トヨタ自動車、マツダなどとともに

「Smart Device Link Consortium」を立ち上げている。 

阿里巴巴集団 
（Alibaba Group） 

 電子商取引やクラウド、コネクテッド等の分野において、アリバ

バと提携を結んでいる。Alibaba Cloud、Tmall（B2C 型ショッピン

グサイト）などのアリババの事業との協業の可能性を検討してい

る。 
 またアリババでは、自動車用の自動販売機を設置し、スマートフ

ォンアプリ「淘宝網（タオバオ）」上で車両の購入が可能な仕組

みづくりを行っており、この取組に参画することで、中国での更

なる事業展開を目指している。 

 

2.1.3 部品メーカの取組 

(1) 国内 

① デンソー 

○主な取組 

自動運転や MaaS などの実現に向け、コネクテッドに係る製品・システムの開発・提供

を行っている。詳細は自動運転及びサービス、シェアリングの項にて後述する。 

 

② アイシン精機 

○主な取組 

コネクテッドを重点開発領域の一つと定め、「おもてなしサービス」、「位置情報活用サー

ビス」を中心としたサービス開発に取り組んでいる。「おもてなしサービス」では、ドライ

バーの状況に係るセンシングデータと、クラウドから天候や道路情報等のデータを収集し、

それらデータをパワーシートやスライドドア、サンルーフと連携することで快適な車内空

間を実現するサービスである。「位置情報活用サービス」は、ナビゲーション技術を元に地

図情報を常に最新の状態に更新したり、道路状況をリアルタイムで把握できるサービスで

あり、それらサービスを元にしてより効率的なドライブルートの提案等に繋げている。 

基盤技術としては、カーナビゲーションシステム、各種 ECU、各種センサなどを中心に

コネクテッド化に資する製品の提供を行っている。また、運転者が運転不能状態になった

時に路肩に退避させる「緊急路肩退避」、スマートフォンの操作による無人で自動駐車を行

う「リモコン駐車」に関する最新技術を現在開発している。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Idein 

 組み込みプロセッサで深層学習を高速実行する技術の研究開発を

手がける Idein（イデイン）と資本・業務提携を結び、ドライバー

モニタリングシステム等の画像認識系の技術開発基盤の強化を目

指している。 

 

(2) 国外 

① Robert Bosch【ドイツ】 

○主な取組 

モビリティサービスのプロバイダーを目指し、取組の一環として「コネクテッドモビリ

ティ ソリューションズ」事業部を新設し、デジタルモビリティサービスの開発と販売を行

っている。 

衝突事故時に衝突・転倒検知アルゴリズムに基づき事故を認識し、車両のモデルや現在

位置等の情報及び緊急通報を自動的にサービスセンターに伝送する「自動緊急通報システ

ム（eCall）」、車両が故障した際に、必要な情報とともに修理工場に連絡する「ブレイクダ

ウンコール（bCall）」、検索せずに最寄りの目的地の情報を入手できる「インフォメーショ

ンコール（iCall）」などのサービスを提供している。これらサービスの実現にあたっては、

セキュリティに係る様々なサービスを提供する基盤となる通信ハブである「コネクティビ

ティ コントロールユニット」が基盤となっている。 

その他、駐車場や街路等にセンサを設置することで、空き状況を検知し、駐車スペース

の探索時間削減のソリューションを提供する仕組み、スマートフォンを持参し車両に近づ

くことで自動的にドアのロック解除、車両コンポーネント交換の予測診断機能等の実現を

目指している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

ファーウェイ等 

 2018 年、ファーウェイ、ボーダフォンと共同し、Robert Bosch の

運転支援システム「ACC」を活用し「3GPP Release 14 C-V2X 規

格」を幅広い範囲で活用する技術検証に成功している。C-V2X と

ACC との連携によって、ドライバーへの警告のほか、警告に応じ

た自動での加減速を実現している。 
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② Continental【ドイツ】 

○主な取組 

車両と周辺環境を包括的につなぎ、インフラや地図、様々な車両のデータ等を収集・処

理し、遅延時間の短縮や安全性を確保するクラウドソリューション「Continental.cloud」を

展開している。本ソリューションを実現するために、LTE や Wi-Fi が不安定な場所でも安

定した通信を確保するため、衛星通信など様々なネットワークを活用しており、それらネ

ットワークをシームレスに切り替える技術を取り入れている。これにより、無線によるソ

フトウェアの更新、車載インフォテイメントのアプリケーションをクラウドで管理するこ

とが可能となっている。 

コネクテッド化において重要となるセキュリティについては、車内の個々の電子部品／

部品同士／車両・外部間／クラウド・バックエンドという 4 つの視点で取組を進めている。

このセキュリティの取組を進めるため、自動車向けサイバーセキュリティ向けソリューシ

ョンを展開する Argus Cyber Security を買収している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

NTT ドコモ 
 Continental のコネクテッドカー向け技術や制御ソフトウェア等の

開発に向けて、NTT ドコモとともに 5G 及びセルラーV2X 技術の

共同研究を 2017 年より実施している。 

 

③ Magna International【カナダ】 

○主な取組 

コネクテッド化、自動運転の技術の進展等に伴い、サイドミラーは不要という指摘があ

る中、同社ではサイドミラーは今後も必要なものと位置づけている。サイドミラーにカメ

ラ搭載した「ClearView」を開発し、サイドミラー単体では死角となる範囲を補い、かつ後

側方の視界を広げる技術開発を行っている。 

 

2.1.4 その他企業の取組 

(1) 国内 

① NTT ドコモ 

○主な取組 

車両との会話を通じてユーザの属性や趣味嗜好を AI で学習することで、SNS の投稿か

らユーザに合った施設やイベント情報を抽出し最適な情報を配信したり、行動履歴から目

的地を推測してその後の行動を支援するなど、ユーザに便利なサービスを提供するクラウ

ドサービス「AI インフォテイメントサービス」を提供している。 

そのほか、スマートキーの開発、セルラーV2X の実証実験等を行っている。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

日産自動車等 
 日産自動車及びシャープと、携帯電話を車の鍵とした「インテリ

ジェントキー搭載ケータイ」を共同開発している。 

 

② KDDI 

○主な取組 

トヨタ自動車とともに DCM とクラウド間の通信を高品質かつ安定的に確保するため、

従来のローミングサービス等に依存しない、グローバル通信プラットフォームの構築を図

っている。また、コネクテッドによる自動運転車両への効率的な運転支援情報の配信に向

けて、LTE 一斉同報配信技術の実証実験を行っている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

ノキアソリューシ

ョンズ&ネットワ

ークス等 

 ノキアソリューションズ&ネットワークス、Hexagon AB、KDDI 総
合研究所とともに、落下物や異常気象等の情報を後方の車両に通

知する機能や、高精度位置測位のための補強情報の配信など、大

量の運転支援情報を効率よく配信するため、コネクテッドカー向

けの LTE 一斉同報配信技術の実証実験を行い、世界で初めて成功

している。 

 

(2) 国外 

① Qualcomm Technologies【アメリカ】 

○主な取組 

移動体通信の通信技術及び半導体の設計開発を行う、米国の Qualcomm の子会社である

Qualcomm Technologies では、コネクテッドカーの C-V2X 通信専用にチップセット

「Qualcomm 9150 C-V2X」を開発している。4G 及び 5G 双方を使用しながら、車両やイン

フラ等との通信を行う。Audi や PSA グループがこのチップセットを活用した実証を行っ

ている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Ford 等 
 Ford、AT&T、Nokia と共同で、LTE を利用した C-V2X の開発を

進めている。開発の一環で、米国サンディエゴにて、C-V2X コネ

クテッドカーの走行試験を実施している。 
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② Intel【アメリカ】 

○主な取組 

自動車内外のセンサから得られたデータのほか、自動車メーカのパートナー企業から提

供される技術データ、天気予報や環境情報等を集約し、コネクテッドカー向けのビッグデ

ータとして提供する「コネクテッドカー・プラットフォーム」の構築を進めている。 

 

2.1.5 研究機関の取組 

(1) 国内 

① 日本自動車研究所（JARI） 

○主な取組 

ワイヤレスキー、スマートフォン、DSM、ETC、GPS／GNSS、TV／FM、V2X など、コ

ネクテッド化に係る車両内のセキュリティ技術を対象に、評価手法の開発、評価基準の研

究等に取り組んでいる。 

 

(2) 国外 

① Fraunhofer-Gesellschaft（フラウンホーファー研究機構）【ドイツ】 

○主な取組 

交通渋滞の削減、安全かつ最適な情報の提供、快適性と合理性のあるモビリティの達成

に向け、高度交通管理システム及び自動運転の実現に着目し、車車間通信、車・環境間通

信の調査及び技術開発を行っている。主に以下の取組を実施している。 

 ハイブリッドネットワーク技術 

 様々な無線技術及び規格の結合 

 モバイルユーザのブロードバンドプロビジョニング 

 モバイルデータ需要の増大に対応するための通信規格及び通信技術の強化 

 広帯域の自動車用電気電子（E／E）システム 

 車両内のデータの迅速かつ効率的な分配に向けた高速通信の開発 

 新たなサービスとアプリケーション 

 新技術の実証と最適化に向けた初期プロトタイプの開発 
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2.2 自動運転（Autonomous）の取組 

2.2.1 国家・地域全体の取組 

(1) 国内 

未来投資戦略 2018 では、2020 年を目処に公道における地域限定型の無人自動運転移動

サービスの開始、高速道路におけるトラック隊列走行を最短で 2022 年の商業化を目指し

ている。 

内閣官房のデータ活用基盤・課題解決分科会 道路交通ワーキングチームでは、ITS

（Intelligent Transport Systems：高度道路交通システム）及び自動運転の国家戦略である「官

民 ITS 構想・ロードマップ 2018」を公表しており、自家用車、物流サービス、移動サービ

スの市場化及びサービス実現のシナリオとして図 2-3 を示している。自家用車に着目する

と、2020 年前後に自動運転可能な自動車（レベル 2 及びレベル 3）の市場化、2025 年を目

処に高速道路での完全自動運転システム（レベル 4）の市場化というように、段階的な自

動運転の実現を目指している。 

 

 

図 2-3 2025 年の完全自動運転を見据えた市場化及びサービス実現のシナリオ 

（出所）「官民 ITS 構想・ロードマップ 2018」より抜粋 

 

上記スケジュールでのシナリオ実現に向け、内閣府や経済産業省、国土交通省などの各

省庁にて取組が進められている。 
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内閣府が主導する戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の第一期（2014 年度か

ら 2018 年度）では、2020 年目途でのレベル 3、2025 年目途でのレベル 4 の市場化の実現

に向け、協調領域に係る研究開発等を実施している。自動走行システムの開発・実証、交

通事故死者低減・渋滞低減のための基盤技術の整備、国際連携の構築、次世代都市交通へ

の展開、大規模実証実験等に取り組んでいる。また、2018 年度より開始した SIP 第二期で

は、2025 年目途にオーナーカーにおける高速道路での完全自動運転（レベル 4）、一般道で

の運転支援技術の高度化（レベル 2 以上）、2020 年までに移動サービスにおける限定地域

での無人自動運転（レベル 4）、2025 年以降に物流サービスにおける高速道路でのトラック

完全自動運転（レベル 4）等の実現を目指し、協調領域に係る研究開発を開始している。 

国土交通省では、自動運転の実現に向けた環境整備や実証実験、社会実装、技術開発の

普及促進等の取組を進めるため、2016 年に自動運転戦略本部を設置し、車両に関する安全

基準の策定や損害賠償責任の検討、3 次元地理情報基盤の整備等の取組を現在実施してい

る。また「自動運転に係る制度整備大綱」を踏まえ、「自動運転等先進技術に係る制度整備

小委員会」を設置し、2020 年頃のレベル 3 以上の実用化を想定し、保安基準や点検整備な

ど、安全確保に必要な道路運送車両法上の制度のあり方について検討を行っている。その

他、ラストマイルでの自動運転、道の駅等を拠点とした自動運転サービスに向けた様々な

実証実験を主導している。 

経済産業省及び国土交通省は、2015 年に「自動走行ビジネス検討会」を立ち上げ、自動

車産業が自動走行分野において世界を主導し、交通事故等の社会課題の解決に向けた必要

な取組の検討を行っている。本検討会の中では、①一般車両の自動走行等の将来像の明確

化、②協調領域の特定、③基準や標準などの国際的なルールづくりに戦略的に対応する体

制の整備、④産学連携促進を中心とした議論を行い、「自動走行の実現に向けた取組方針」

等をとりまとめている。さらに、本検討会の下には、一般道路での自動走行を中心に将来

像を明確化し、自動走行の実現に必要な協調領域の取組の整理を目的した「将来ビジョン

検討ワーキンググループ」や、「安全性評価環境づくり検討ワーキンググループ」を設置し

議論を行っている。 

 

(2) 国外 

○欧州 

欧州の自動車メーカ、部品メーカ、欧州委員会等から構成される ERTRAC（European Road 

Transport Research Advisory Council）では、2017 年 5 月公開の「Automated Driving Roadmap」

において、今後の自動運転に係る技術開発のスケジュールを示している。2017 年頃から

2024 年頃にかけてレベル 3、2018 年頃から 2028 年頃にかけてレベル 4、2026 年以降にレ

ベル 5 の主要な技術開発が段階的に実施されていくとしている。 

欧州委員会は、2018 年 5 月発行のロードマップ「On the road to automated mobility: An EU 

strategy for mobility of the future」において、自動運転及びコネクテッド化の今後の動向を公
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表している。2020 年までに、レベル 3 及びレベル 4 による一部の走行が、一般車及びトラ

ックで利用可能になるとしている。また、将来的な無人運転においては自動車のコネクテ

ッド化が必要になると考えており、2022 年までに新車全てがインターネットに繋がると予

測している。 

Audi、BMW など多くの自動車メーカを有するドイツを筆頭に欧州各国が独自に進める

取組のほか、欧州全体の枠組みに基づく産官学連携によって車のツナガル化、自動運転、

隊列走行に係る自動運転のプロジェクトが多数進行している。 

欧州各国の取組については、イギリスでは自動車メーカがほとんどないため、他国企業

がテストベットとして自動運転の実証実験を行うことを期待し、規制面の緩和、同国をテ

ストベットすることを義務付けた自動運転開発プロジェクトを行っている。オランダでは、

同国が主導する EU Track Platooning Challenge 2016 プロジェクトにおいて、欧州 6 カ国か

ら公道をトラックが隊列走行し、ロッテルダムに集結するという大規模実証実験を実施し

ている。ドイツでは、2017 年に運転者の乗車を前提としたレベル 3 相当の実用化を認める

「道路交通法（StVG）」の改正案を閣議決定している。 

 

○米国 

ITS の中期的整備計画「ITS Strategic Plan 2015-2019」に基づき、安全や効率、モビリテ

ィ向上等に向けた自動運転技術開発を一重点課題として位置づけている。 

近年では、カリフォルニア州において公道での無人自動運転の実証実験を認可するなど、

自動運転に係る規制緩和にも積極的に取り組んでいる。また、同国の General Motors は 2018

年にレベル 4 の運行許可を NHTSA（運輸省高速道路交通安全局）に申請し 2019 年には量

産を予定しており、同国の Ford は 2021 年を目処にハンドルやアクセルのない完全自動運

転車の量産を始めようとしている。 

モビリティ分野の標準化等を行う非営利団体 SAE International（SAE：Society of 

Automotive Engineers）では、自動運転技術の段階として、表 2-4 に示す、レベル 0~5 ま

での 6 段階のレベル定義を行っている。レベル 0 から 2 については、運転者が運転タス

クの全てまたは一部を実施するとした上で、レベル 3 以降はシステムが全ての運転タス

クを実施するとしている。本報告書における自動運転のレベル定義については、表 2-4

の SAE International の定義に基づく。 
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表 2-4 SAE International における自動運転のレベル定義 

レベル 名称 定義 

運転者が全てあるいは一部の運転タスク（DDT）を実施 

0 
運転自動化

なし 
 運転者による、全ての運転タスク（DDT）の実施。 

（予防安全システムによって支援されている場合を含む） 

1 運転者支援 

 運転自動化システムによる、持続的かつ運行設計領域

（ODD）限定的な実施。 
 運転化自動システムは、前後・左右方向のいずれかの車両制

御に係る運転タスク（DDT）のサブタスクを実施。（両方で

はない） 
 運転者は、運転タスク（DDT）の残りの部分を実施すること

を期待。 

2 
部分的運転

自動化 

 運転自動化システムによる、持続的かつ運行設計領域

（ODD）限定的な実施。 
 運転自動化システムは、前後・左右方向の両方の車両制御に

係る運転タスク（DDT）のサブタスクを実施。 
 運転者は、対象物・事象検知・反応（OEDR）のサブタスク

を完成させ、運転タスク（DDT）の残りの部分を監視するこ

とを期待。 

自動運転システム（ADS：「システム」）が全ての運転タスク（DDT）を実施（作動中） 

3 
条件付運転

自動化 

 自動運転システム（ADS）による、全ての運転タスク

（DDT）に係る持続的かつ運行設計領域（ODD）限定的な実

施。 
 予備対応時利用者（DDT fallback-ready user）は、自動運転シ

ステム（ADS）の発する介入要求や、他の車両システムでの

運転タスク（DDT）実施関連のシステム故障に対して適切に

応答することを期待。 

4 
高度運転自

動化 

 自動運転システム（ADS）による、全ての運転タスク

（DDT）に係る持続的かつ運行設計領域（ODD）限定的な実

施。 
 フォールバック（DDT fallback）において、利用者が介入すべ

く応答することは期待されない。 

5 
完全運転自

動化 

 自動運転システム（ADS）による、全ての運転タスク

（DDT）に係る持続的かつ無条件（すなわち運行設計領域

（ODD）限定的でない）の実施。 
 フォールバック（DDT fallback）において、利用者が介入すべ

く応答することは期待されない。 

（出所）内閣官房 IT 総合戦略室「自動運転レベルの定義を巡る動きと今後の対応（案）」より抜粋 
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○中国 

2015 年に発表された、中国における製造業発展計画「中国製造 2025」において、次世代

自動車を重点分野の一つとして位置づけている。そのほか、2017 年には「自動車産業中長

期発展規画」を公表し、2020 年までにレベル 1 の自動車を新車の 50%、レベル 2 を 10%と

する目標を打ち出している。また、自動運転の実証実験に向けた各種法規制の整備を進め

ている。 

 

2.2.2 自動車メーカの取組 

(1) 国内 

① トヨタ自動車 

○主な取組 

運転者による監視の下、高速道路で自動運転を行う「Highway Teammate」については 2020

年、一般道で自動運転を行う「Urban Teammate」については 2020 年代前半に実用化を目指

している。これら実現に向け、ショーファー（自動運転）とガーディアン（高度安全運転

支援）の 2 種類のモードに焦点を置いて研究開発を行っている点が同社の特徴となってい

る。 

自動運転の実現に向け、他社との連携を活発に行っているほか、自動運転技術の先行開

発分野における技術開発の促進に向けて、知能化ソフトウェアの研究や開発を担う「Toyota 

Research Institute Advanced Development（TRI-AD）」をデンソー、アイシン精機と共同で設

立している。 

現在は、ADAS7を活用した予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」の開発を進めてお

り、以下の機能を展開している。 

 自動ブレーキ（プリクラッシュセーフティ） 

 運転中の多様な状況で衝突防止を支援する機能。機能の実現にあたり、単眼カ

メラ、ミリ波レーダ、レーザレーダのセンサを活用している。 

 ハンドル操作サポート（レーントレーシングアシスト） 

 高速道路上での走行時、車線の中央を走行するようハンドル操作を支援する機

能。単眼カメラで検知した車線の情報から、車線を逸脱しようとした時に車載デ

ィスプレイに警報を表示し、ステアリングを制御する。 

 車線はみ出しアラート（レーンディパーチャーアラート） 

 車線からの逸脱を知らせ、ハンドル操作を行う機能。単眼カメラで検知した車

線の情報から、車線を逸脱しようとした時に車載ディスプレイに警報を表示し、

ステアリングを制御する。 

 追従ドライブ支援機能（レーダークルーズコントロール） 

 車間距離を一定に保ち、追従する機能。本機能を作動させ任意の速度を設定す

                                                        
7 Advanced Driver-Assistance Systems の略。先進運転支援システム。 
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ると、一定の速度を保って走行する。自車より遅い先行者を検知すると減速し、

減速後は先行車の速度に合わせ、希望の車間距離で追従する。 

 自動ハイビーム 

（オートマチックハイビーム／アダプティブハイビームシステム） 

 先行車や対向車のライトを認識し、自動でヘッドライトの上下の向きを切り替

える機能。 

 標識読み取りディスプレイ（ロードサインアシスト） 

 道路標識を認識し、ディスプレイに表示する機能。カメラからの映像を解析

し、車載ディスプレイに表示する。規制速度を超えた場合等では、表示の点滅に

より通知する。 

 先行車発進アラーム（先行車発進告知機能） 

 先行車の発信を通知する機能。停車時に先行車が 4m 以上進んでも発信しなかっ

た場合に、ブザーとディスプレイ表示でドライバーに通知する。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

NVIDIA 

 米国半導体メーカの NVIDIA と協業しており、AI を活用した運転

プラットフォーム「NVIDIA DRIVE™ PX AI カー コンピューティ

ング プラットフォーム」を市場予定導入の自動運転システムに搭

載する予定である。 

Preferred Networks 
 自動運転技術等のモビリティ事業分野における AI 技術の共同研

究・開発に向け、2014 年から連携しており、2015 年に出資、2017
年に再出資を行っている。 

ALBERT 
 自動運転技術の先行開発分野でのビックデータ分析に関して、デ

ータソリューション事業を行っている ALBERT と提携し、出資を

行っている。 

 

② 日産自動車 

○主な取組 

同社、ルノー、三菱自動車アライアンスは、2022 年までに自動運転車 15 車種の開発を

計画中であり、このうちの 1 車は完全自動運転車を予定している。2017 年には、自動運転

の研究開発に 83 億ドルという大規模な資金を投じており、自動運転の取組に積極的な姿

勢を示している。 

同社では現在、レベル 2 相当の自動運転に係る以下の技術について、販売車両に搭載し

ている。 

 プロパイロット 

 高速道路同一車線内を走行している際に、ステアリング、アクセル、ブレーキ

をシステムが自動で制御し、運転操作を支援する技術 
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 プロパイロット パーキング 

 駐車に必要となる操作をシステムが自動で制御し、駐車を支援する技術 

 インテリジェント クルーズコントロール 

 アクセル、ブレーキを制御し、先行者との車間を保ちながら走行する技術 

 インテリジェント アラウンドビューモニター 

 俯瞰的な視点から周囲の状況を知らせる技術 

 インテリジェント エマージェンシーブレーキ 

 ブレーキを制御し、衝突回避及び被害軽減を支援する技術 

 インテリジェント パーキングアシスト 

 駐車時にステアリングをシステムが自動制御し、駐車を支援する技術 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

DeNA 

 DeNA との共同開発による、無人運転車両を活用した交通サービ

ス「Easy Ride」の実証実験を横浜市みなとみらい地区で行ってい

る。実験を通じて、サービス仕様の評価や確認を行い、誰でも、

どこからでも好きな場所へ自由に移動できる交通サービスの実現

を目指している。 

横浜市立大学 

 自動運転を始めとした車両開発へのデータサイエンスの活用を目

的として、首都圏で初となるデータサイエンス学部を開設した横

浜市立大学と産学連携に関する協定を 2018 年に結び、共同研究の

実施等に向けた取組を進めている。 

 

③ 本田技研工業 

○主な取組 

2020 年に高速道路での自動運転を実現して順次一般道へ拡大、2025 年頃にパーソナル

カーユースに向けたレベル 4 の自動運転技術の確立を目指し、開発や実証実験に取り組ん

でいる。 

同社が展開する安全運転支援システム「Honda SENSING」では、ミリ波レーダと単眼カ

メラにより周囲の状況を認識しドライバーの支援を行う。具体的には以下の技術を有する。 

 ACC（アダプティブ・クルーズ・コントロール） 

 予め設定した車速内で車両が自動的に加減速したり、全走車との適切な車間距

離を維持しながら追従走行する技術 

 LKAS（車線維持支援システム） 

 高速道路走行時に車線の中央付近を維持するようステアリング操作を支援する

技術 

 衝突軽減ブレーキ（CMBS） 

 前走車や歩行者、対向車との衝突回避や被害軽減を支援する技術 
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 誤発進抑制機能 

 停車時や時速 10km 以下の低速走行時に先方の障害物を検知し、ドライバーがア

クセルを踏み込んだ場合の急加速を抑制する機能 

 歩行者事故低減ステアリング 

 路側帯の歩行者との衝突回避を支援する技術 

 路外逸脱抑制機能 

 車線のはみ出しを防止し、車線内に戻るよう支援する機能 

 先行車発進お知らせ機能 

 停車時に前走車の発信を音とディプレイ表示で通知する機能 

 標識認識機能 

 道路標識をディスプレイ表示し、標識への注意喚起、安全運転を支援する機能 

 後方誤発進抑制機能 

 停車時や時速 10km 以下の低速走行時に車両後部の近距離にある障害物を検知

し、ドライバーがアクセルを踏み込んだ場合の急な発進を抑制する機能 

 オートハイビーム 

 夜間走行時にハイビームとロービームを自動で切り替える機能 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Waymo 

 2016 年より、自動運転技術領域の共同研究に向けた検討を開始し

ており、Waymo のセンサ、ソフトウェア、車載コンピュータ等を

本田技研工業の車両へ搭載し、共同で公道実証実験を行ってい

る。 

General Motors 等 
 2018 年、General Motors、GM クルーズホールディングスと提携

し、様々な使用形態に対応するクルーズ向けの無人ライドシェア

サービス専用車の共同開発に乗り出している。 

 

(2) 国外 

① BMW【ドイツ】 

○主な取組 

2016 年、Intel、Mobileye と共同で自動運転の開発に取り組み、2021 年までにレベル 3~4

の技術搭載車「iNext」の商業化を目指すことを発表している。現在、40 台の試験車両によ

って、全世界で数千 km の試験運転を行っている。 

ドライバー中心という考えの元、ドライバーを支援する技術として、以下の技術開発及

び商業化を図っている。 

 ステアリング＆レーン・コントロール・アシスト 

 アクセル、ブレーキ、ステアリングを自動的に操作する機能。フロントウィン
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ドに設置されたステレオカメラが車線と前方車両を検知し、車両が車線の中央を

常に走行するよう支援する。 

 ACC（アクティブ・クルーズ・コントロール） ※ストップ＆ゴー機能付 

 ドライバーが任意に設定した速度を元に、先行車との車間距離を維持しながら

自動で加減速を行う機能。ミリ波レーダやカメラにより前走車や道路の車線を常

時モニタリングする。 

 アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション 

 左右の車線を走行する車両が車線変更する際に側面衝突の危険性が高まった時

に、走行中の車線を維持しながら接近する車両から距離を取るようにステアリン

グ操作に介入し、衝突回避を支援する機能。ボディ側面の前後左右に装備された 4

個のセンサにより検知する。 

 前車接近警告機能、衝突回避・被害軽減ブレーキ 

 前方車両への過度な接近、衝突の危険を察知した場合に 2 段階の警告によって

注意喚起したり、衝突危険時にブレーキをかけ被害を軽減する機能。ルームミラ

ー内の 2 つのカメラとミリ波センサで先方をモニタする。 

 レーン・ディパーチャー・ウォーニング（車線逸脱警告システム）、レーン・チ

ェンジ・ウォーニング 

 時速 60km 以上の走行時に車線を逸脱しそうになるとステアリングを振動させ警

告するレーン・ディパーチャー・ウォーニング機能、及び時速 20km 以上で急接近

する車両を認識し、ドアミラー内側のインジケータを点滅させ警告するレーン・

チェンジ・ウォーニング機能。 

 クロス・トラフィック・ウォーニング（フロント＆リヤ）、後車衝突警告機能 

 車両の前後方向からドライバーの視角に接近する車両や歩行者をドライバーに

警告する機能。リヤ・バンパー内のセンサにより検知する。 

 パーキングアシスト 

 パーキング・アシストボタンを押し続けることで、ギヤの選択、ステアリング

操作、速度調整、ブレーキなどの操作を自動で行う機能。 

 リモート・パーキング 

 車外からディスプレイ・キーで操作することで車両を駐車できる技術。各種セ

ンサが車庫のスペースを測定し、障害物を認識すると自動で停止する。 

 PDC（パーク・ディスタンス・コントロール） 

 狭いスペースでの駐車や車庫入れを支援する機能。車両前方及び後方にある障

害物までの距離を信号音とビジュアル表示で通知する。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Intel、Mobileye 
 完全自動運転の開発促進に向け、Intel、Mobileye と提携してい

る。都市部での新たなモビリティサービスの実現に向けて、複数

の自動車が連携して稼働するシステムの構築を図っている。 

Daimler 
 2020 年台半ばまでに高速道路におけるレベル 3 と 4 の自動運転の

実現、ADAS の共同開発を目的に、2019 年に自動運転領域での提

携を結んでいる。 

 

② Daimler【ドイツ】 

○主な取組 

2019 年から 10 年以内でのレベル 4 の自動運転トラックの実用化に向け、その開発に 5

億ユーロの投資を行うことを示している。なお今後のトラックの開発においては、レベル

3の技術開発はコスト面でのメリットが期待されないことから、レベル 3の段階を踏まず、

レベル 2 からレベル 4 へと一足飛びに開発を進めることを計画している。 

トラック領域では「Mercedes-Benz Future Truck 2025」に基づき、高速道路における追い

越し、ブレーキ、方向転換を完全自律で行うことを目指している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

百度（Baidu） 

 2017 年より、百度のオープンソース型自動運転プラットフォーム

「Apollo」プロジェクトのパートナーとして参画しているほか、

2018 年には Apollo を通じた協力関係の強化や、インフォテイメン

トシステム「MBUX」の統合に合意する覚書を締結している。 

HERE 

 ネット地図サービス企業の HERE と連携し、自動運転や先進運転

支援システムを利用する上で重要となるデジタルマップの高精度

化、精密化に向けて「HD Live Map」の共同開発を 2018 年 2 月よ

り行っている。 

 

③ General Motors【アメリカ】 

○主な取組 

2016 年、自動運転技術の開発を行う Cruise Automation を買収し、完全自動運転の実現に

向けた開発を強化している。 

2019 年までに自動運転車を公道走行させることを計画している。2018 年 1 月には、米

国運輸省に、ハンドル、アクセル、ブレーキのない完全自動運転車両「クルーズ AV」（レ

ベル 4 相当）の公道走行許可を申請している。 

同社ブランド「キャデラック」に、ハンズフリーの高速道路運転支援システム「Super 

Cruise」の導入を図っている。その実現に向け、最先端の地図情報データベース、LiDAR、
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高精度 GPS、ドライバー・アテンション・システム 8、カメラ、レーダーセンサ等を組み合

わせている。また、2023 年までに V2X 技術をキャデラックに採用し、順次ラインナップ

全体に拡大していくことを計画している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

本田技研工業等 
 本田技研工業、GM クルーズホールディングスと、様々な使用形

態に対応したクルーズ向け無人ライドシェアサービス専用車の共

同開発を進めている。 

SoftBank Vision 
Fund 

 General Motors の自動運転車部門に、ソフトバンクのビジョン・フ

ァンドが 22 億 5000 万ドルを投資している。また今後、自動運転

の投入準備ができ次第、追加で 13 億 5000 万ドルを投資する予定

としている。 

 

④ Ford【アメリカ】 

○主な取組 

2021 年までにレベル 4 の自動運転車の実用化を発表している。レベル 4 の実現にあた

り、アルゴリズム、3D マップ、レーダ、カメラセンサ等の技術開発を進めており、取組の

加速に向けて Velodyne、SAIPS、Nirenberg Neuroscience、Civil Maps と連携している。また、

2023 年までに、自動運転領域に 40 億ドルの投資を計画している。 

2018 年、自動運転の商業化に向けて、Ford Autonomous Vehicles を設立している。同社で

は、自律運転システム統合、自動運転調査、先進工学、自動運転の輸送サービスネットワ

ークの構築、顧客体験、事業戦略等の部門を組織化している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

百度（Baidu） 

 AI の技術開発についての業務提携を結んでいるほか、北京にてレ

ベル 4 の自動運転の共同実証実験を計画している。 
 2016 年には、LiDAR センサを開発する Velodyne LiDAR に対し、

共同投資を行っている。 

Argo AI 

 Google 及び Uber の自動運転プロジェクトを担ったメンバーが創業

した Argo AI に 10 億ドルを投資し、2017 年より Ford の傘下に入

っている。なお Argo AI では、LiDAR センサを手がける Princeton 
Lightwave を買収している。 

 

                                                        
8 ドライバーの車両制御を支援し、走行方向に注意を向ける必要がある時に警告を発して通知するシステム。 



30 

2.2.3 部品メーカの取組 

(1) 国内 

① デンソー 

○主な取組 

2003 年よりミリ波レーダの開発・商品化を行っている。2015 年にはトヨタ自動車の予防

安全パッケージ「Toyota Safety Sense P」にデンソーのミリ波レーダ及び画像センサを搭載

している。LIDAR については、1996 年より商品化を始め、1997 年には世界初となる、縦

横にビームをスキャンする 2 次元 LIDAR を世界で初めて開発した。2012 年には、ダイハ

ツ工業の衝突回避支援システム「スマートアシスト」に同社の 1 次元 LIDAR が採用され

ている。V2X 車載器の開発を積極的に手がけており、2015 年には世界で初めて ITS Connect 9

対応車載器を商品化している。 

2018 年、車両メーカ、大学や研究機関、スタートアップ企業など様々なパートナーとの

連携、オープンイノベーションの強化に向けて自動運転分野の研究開発オフィス「Global 

R&D Tokyo」を都内に開設したほか、羽田空港跡地に自動運転技術の試作開発や実証を行

う拠点を 2020 年に開設することを発表している。 

自動運転に求められる以下の 5 つの機能に着目し、部品等の開発・提供を行っている。 

 周りを見る 

 ミリ波レーダや画像センサなどのセンサを組み合わせ、知覚する。 

 先を読む 

 正確な現在位置の把握が可能な ADAS ロケータと、V2X・DCM（TCU10）を組み

合せることで、前方の状況を正確かつ迅速にドライバーに伝える。 

 人とつながる 

 ドライバーステータスモニタ（DSM）等を活用してドライバーの顔の向きや開

眼、視線の状態を検知し、突然の容体変化や眠気等を感知したり、ドライバーの

状態に合わせて自動運転から手動運転に切り替える。 

 社会とつながる 

 DCM（TCU）、V2X 車載器等を活用し、社会の様々な情報網と繋げる。 

 もしもに備える 

 未来の事故を未然に防ぐため、車両のセキュリティを高度化している。 

 

  

                                                        
9 ITS 専用周波数（760MHz）による路車間通信、車車間通信を活用した協調型運転支援システム。 
10 Telematics Control Unit の略。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

東芝 

 次世代の画像認識システム向けに、Deep Neural Network–IP の共同

開発を行っている。DNN を用いた画像認識システムにより、自ら

対象物の特徴を学習することで、多様な対象物の認識、検知精度

の飛躍的な向上を目指している。 

ソニーセミコンダ

クタソリューショ

ンズ 

 デンソーが開発する車載用画像センサに、ソニーセミコンダクタ

ソリューションズのイメージセンサを搭載することで、カメラの

高性能化を実現し、夜間の歩行者の認識を可能にしている。 

TomTom 

 2019 年、デジタル地図サービスを手がけるオランダの TomTom
（トムトム）と提携を結び、自動運転車向けのソフトウェアプラ

ットフォームの共同開発を発表している。TomTom と共同開発す

るマッピングシステムを活用し、レベル 2 の自動運転を可能にす

るシステムの実現を目指している。 

 

② アイシン精機 

○主な取組 

自動運転を重点開発領域の一つと定め、「車両運動統合制御」、「自動バレー駐車」を中心

とした技術開発に取り組んでいる。「車両運動統合制御」では、安全、安心、快適な運転の

実現に向けて、目標とする走行軌跡に追従するように、コーナへの進入速度、ステアリン

グ操作の度合い、各輪のブレーキを的確に制御する。「自動バレー駐車」では、車両制御の

ほか、インフラとの協調によって、スマートフォンで完全無人での駐車が可能になる技術

である。 

交通事故ゼロの実現に向けて「走る」、「曲がる」、「止まる」を高度に制御する製品とし

て、駐車・運転支援システムのほか、各種ブレーキ、ステアリング、シャシー等の部品の

開発及び提供を行っている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

デンソー等 

 デンソー、アドヴィックス、ジェイテクトとともに、自動運転や

車両運動制御のための統合制御ソフトウェアを開発する合弁会社

「J-QuAD DYNAMICS（ジェイクワッド ダイナミクス）」を 2019
年に設立する予定としている。走る、曲がる、止まるに係るセン

サやステアリング、ブレーキ等を高度に連携させる車両統合制御

システムの開発の加速化を図っている。 

名古屋大学、 
徳島大学 

 名古屋大学、徳島大学と共同で、音声や視線、ジェスチャーを用

いて操作する自動運転車両を開発している。 
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(2) 国外 

① Robert Bosch【ドイツ】 

○主な取組 

周囲を認識して解釈する機能（Sense）、収集した情報を処理し、運転を計画する機能

（Think）、運転計画を実行する機能（Act）が、自動運転に必要な能力としている。 

「Sense」では、車両の周囲 360 度を監視し、その他道路利用者の検知及び位置の特定に

向け、カメラ、レーダ、超音波センサを組み合わせたサラウンドセンサの展開を図ってい

る。また自車位置を常時正確に推定できることが重要であることから、衛星ナビゲーショ

ン、補正サービス、デジタルマップ等の開発を行っている。 

「Think」では、システムが車両の頭脳として考え責任を負うという立場を取り、ソフト

ウェア及びアルゴリズムを基盤とした車載コンピュータへの AI 搭載に向けて活発な取組

を進めている。サウンドセンサシステムのデータを分析し、解釈を行う。 

「Act」では、安全に車両が自律的に走行することを最優先事項とした上で、自動運転車

の故障リスクを最小限に減らすことを目的として、冗長性のあるシステムの構築を進めて

いる。 

なお、衛星通信を受信できないトンネルが多い点、高速道路が複数階層化されている点、

ETC 等の日本特有の道路設備がある点が、自動運転を普及する上での日本での課題として

挙げている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

インクリメント P 
 パイオニア子会社のデジタル地図会社「インクリメント P」と協

業し、車載センサを活用した自動運転用の日本版高精度地図の開

発に取り組んでいる。 

ソニーセミコンダ

クタソリューショ

ンズ 

 昼夜、トンネルへの進入時等の照度が急に変わる場所での対応に

課題があることから、イメージセンサ事業に強みを持つ「ソニー

セミコンダクタソリューションズ」と協業し、照度条件が厳しい

環境でもカメラを使用して周囲を速やかに検知することを目指し

ている。 

Daimler 
 2020 年代前半までにドライバーの操作が不要な完全自動運転車

（レベル 4）の商品化に向け、Daimler と自動運転システム用のソ

フトウェアとアルゴリズムの共同開発に係る提携を結んでいる。 

 

② Continental【ドイツ】 

○主な取組 

日本、米国、ドイツ、中国を中心に世界各所にて自動運転の開発を行っている。 

自動運転でのキーポイントは統合システムであるという考えの元、周囲の状況の正確な

把握に向け、レーダ、2D カメラ、3D Flash Lidar の 3 つのセンサを組み合わせ、それらセ
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ンサからデータを収集し、360 度の視界確保を提供する包括的環境モデル（CEM）を構築

している。CEM は、他の道路利用者、静的な環境情報、交通規制に関する情報、車線情報、

車両の位置情報といった情報群から構成される。 

なお、世界的に少ない左側通行を採用していることは、自動運転を普及する上での日本

での課題として挙げている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

NVIDIA 
 米国半導体メーカの NVIDIA と提携し、NVIDIA DRIVE プラット

フォームを基盤とした AI による完全自動運転システムの開発を行

っている。 

NXP 
Semiconductors 

 Continental の子会社 Elektrobit と、オランダで車載半導体事業を手

がける NXP Semiconductors が提携し、高度自動運転車向けのプラ

ットフォームの開発を行っている。 

 

③ Magna International【カナダ】 

○主な取組 

歩行者及び物体検出、車線検出、道路標識認識、牽引角度検出といった技術を実現して

いる。更なる自動運転の実現に向け、以下の先進運転支援システムの技術開発に取り組ん

でいる。 

 Surround View 

 複数カメラによるデータを繋ぎ合わせることで車両周辺の 360 度を確認する技

術。 

 Cross Traffic View 

 見通しの悪い交差点等にて、他の交通利用者や障害物を早期に検出する技術 

 Lighting Automation 

 暗い環境や低照度条件において車両照明を自動適応する技術 

 Automated Parking／Personal Park Assist 

 超音波センサまたはレーダとカメラシステムを組み合せることで、縦列駐車が

可能な空間を検出し、ドライバーの操作なしで自動駐車する技術 

 Automated Highway Driving 

 トラフィックジャムアシスト、高速道路アシスト、自動緊急ブレーキ等を活用

し、高速道路での経路計画の決定や車線変更等を支援する技術 

 Dirty Lens Detection 

 レンズの汚れを検知し、最適な作動に与える影響を特定する技術 

 Automated Emergency Breaking 

 カメラと超音波センサを活用した自動緊急ブレーキ機能 
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 Rear Seat Monitoring 

 後部座席の乗客の様子を表示し監視する機能 

 Driver Monitoring 

 ドライバーの注意力を監視する機能 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

BMW 等 
 自動運転車両の開発を目的とした、BMW、Intel、Mobileye 連携体

に、2017 年より参画している。 

May Mobility 
 自動運転シャトルを手がける米国のスタートアップ企業「May 

Mobility」と提携し、May Mobility 独自開発の自動運転シャトルを

改良した車両の商業化を目指している。 

 

2.2.4 その他企業の取組 

(1) 国内 

① DeNA 

○主な取組 

ZMP と提携し設立したロボットタクシーでは、藤沢市での実証実験や、G7 伊勢志摩サ

ミットでの試乗デモ、九州大学・NTT ドコモ・福岡市と共に、大学キャンパス内自動走行

バスの走行実験、幕張のショッピングセンター内での自動走行バス・ロボットシャトル（フ

ランス・EasyMile 社製）の試行運転等を実施した。ZMP との提携解消後は、日産自動車と

協業し、無人運転車両を活用した新交通サービス「Easy Ride」の実証実験を、みなとみら

い地区周辺で開始するなど多数の実証実験を実施している。 

 

② SB ドライブ 

○主な取組 

2016 年 4 月、ソフトバンクと先進モビリティが自動走行技術を活用したスマートモビリ

ティーサービスの事業化に向けた合弁会社として SB ドライブを設立した。北九州市、八

頭町、白馬村、浜松市等の自治体と協定を締結し、次世代モビリティサービス実用化に向

けた取組を実施しており、2018 年には、東京都大田区において遠隔型自動運転システムに

関する公道実証実験を行っている。 
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(2) 国外 

① Waymo【アメリカ】 

○主な取組 

Google の自動運転開発部門が分社化して誕生した Waymo では、2017 年より運転席にド

ライバーがいない公道試験を開始している。現在までに米国各所の公道で 1000 万マイル

以上の試験走行を行っている。 

2018 年 12 月より自動運転配車サービス「Waymo One」を開始している。現段階では、

運転席にはドライバーが搭乗し、緊急時には手動運転に切り替える仕組みとなっている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Fiat Chrysler 

Automobiles 

 2016 年より提携を開始し、Waymo に自動運転車両を提供してい

る。 

Intel 
 レベル 4 及び 5 の実現に向け、Intel が有するセンサ処理、演算処

理等の知見を活用し、リアルタイムでの判断による市街地での完

全自動運転を目指している。 

 

② 百度（Baidu）【中国】 

○主な取組 

完全自動運転の実用化を目指し、AI を活用した自動運転制御ソフトウェアの技術情報の

オープン化に向けた「Project Apollo」を 2017 年より始動している。Ford や Daimler 等の自

動車メーカ、Robert Bosch や Continental 等の部品メーカ、Intel や NVIDIA 等の電子部品メ

ーカなど、2019 年 1 月現在、130 組織が同プロジェクトに参画している。 

 

2.2.5 研究機関の取組 

(1) 国内 

① 日本自動車研究所（JARI） 

○主な取組 

自動運転技術の協調領域の課題解決及び将来の評価法整備に向け、自動運転の評価を行

う場として Jtown を整備している。約 16 万 m2の敷地内に、雨や霧、日照等の環境条件を

再現可能な屋内施設、通信を利用した協調型自動運転システムの実験施設、様々な交差点

形状を再現可能な試験環境を備えている。 

自動運転の実現に向け、以下の取組を実施している。 

 認識判断技術 

 車両周辺の歩行者や自転車等の認識性能の向上に向け、季節や時間帯等の様々

な走行シーンや悪環境下での走行によるセンサデータのデータベースの構築を進
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めている。 

 高性能な認知・判断アルゴリズムの開発の促進に向け、逆光、反射、霧等の悪

環境下等で収集したデータに基づく、CG によるシミュレーションデータの生成を

行い、仮想的な評価環境の構築の検討を行っている。 

 安全設計技術 

 レベル 3 及び 4 の早期実用化の促進に向け、ユースケース（自動運転システム

の使われ方）の整理、故障を考慮した機能安全フェールオペレーショナル（FOP）

の設計、性能限界を考慮した安全設計、ミスユースを考慮した安全設計に関する

研究を行っている。 

 シミュレーション 

 自動運転システム普及時の事故低減効果の定量的効果の評価に向け、多様な交

通参加者の交通行動や事故再現を行う、交通環境再現型のシミュレーション開発

に取り組んでいる。 

 自動運転バレーパーキング 

 駐車場が隣接する施設等へのアクセスが便利な場所で車両から乗り降りできる

ようにするためには、駐車場や自動車等の全体管理を行う管制と、車両や駐車場

に設置されたセンサ等が連携することが求められ、その実現に向けて、自動バレ

ーパーキングシステム全体の標準仕様の具体化、安全基準・管制技術・運行管理

技術の開発及びそれら効果を検証するシミュレーションの開発を行っている。 

 高速道路トンネル照明清掃車運転支援システム 

 トラックの隊列走行技術の制御技術の進展から、高速道路の保全車両などの産

業車両の運転支援を行うことが可能になることから、本技術を活用した照明灯具

への水蒸気噴射による洗浄技術を中日本高速道路と共同で研究している。 

 トラック隊列走行 

 時速 80km、車間距離 4m でのトラック 4 台の自動運転・隊列走行技術を開発し

ている。 

 

(2) 国外 

① the Netherlands Organization for Applied Scientific Research 

（オランダ応用科学研究機構）【オランダ】 

○主な取組 

2018 年より複数のトラックメーカを混在させながら後続有人隊列走行を行う実証実験

を EMSAMBLE プロジェクトとして実施する等、様々な自動運転に関する実証実験を実施

している。 
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2.3 MaaS を含むサービス、シェアリング（Service & Shared）の取組 

2.3.1 国家・地域全体の取組 

(1) 国内 

自家用車を利用したライドシェアリングについては、いわゆる白タクに該当するため、

現在は規制対象となっている。ただし、国家戦略特別区域諮問会議において、過疎地での

観光客に対する自家用車を用いた有償輸送サービスが限定領域内で認められるなど、規制

緩和に向けた動きがある。 

2018 年、ネット企業を中心に構成する経済団体、新経済連盟は「ライドシェア新法」の

提案を、国土交通省をはじめとする政府機関に提出している。 

MaaS を企図した政策的な取組は 2017 年以前ではほとんど見られなかったものの、未来

投資戦略 2018 では、MaaS の促進に向け、オンデマンド等のサービス高度化、API 等によ

るデータ連携・プラットフォーム等について 2018 年度中に検討を行うこととしている。国

土交通省では、MaaS 等の新たなモビリティサービスの活用により、交通サービスの課題

解決を目指し、日本の MaaS のあり方等を検討する会議体として「都市と地方の新たなモ

ビリティサービス懇談会」を 2018 年に立ち上げている。 

一方、民間企業における MaaS の検討は近年進みつつあり、JR 東日本や小田急電鉄など

の鉄道業界、トヨタ自動車などの自動車業界などを中心として、ライドシェアリングサー

ビス提供企業との連携・出資や日本版 MaaS のあり方についての検討などの取組が活発化

している。 

 

(2) 国外 

○欧州 

スタートアップ企業や新興企業が運営するライドシェアサービスが普及しているほか、

BMW や Daimler 等などの自動車メーカがシェアリング事業に積極的に参入している。 

フランス・BlaBlaCar 社などによる相乗りサービス、フランス・velib 社やイギリス・

Santander Cycles 社などによるサイクルシェア、ドイツ・car2go 社やドイツ・DriveNow 社

などによるカーシェアリングなど、シェアリングモビリティの動きも見られる。 

MaaS については、MaaS 発祥の地と言われるフィンランドを中心として取組が進んでい

る。フィンランドでは、経路検索から決済までをこなすスマートフォンアプリを個々の交

通事業者が従前より提供しており、技術庁および運輸通信省による助成の元、データのオ

ープン化や API 化を進め、それらのデータを統合することによって MaaS を実現した。2018

年 7 月には、MaaS のさらなる進展を企図し、船舶、鉄道、道路交通サービスなど交通モー

ドごとにあった規制の条文を一つにまとめた「Act on Transport Services」を施行した。同法

では、オープンデータとオープン API などをすべての交通事業者に義務付けているほか、

ライドシェアも許可する形となっている。また、欧州及びグローバルに MaaS を展開する

ことを目的として MaaS Alliance を形成し、イギリスやデンマーク等の産官学の組織が参
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画している。 

 

○米国 

従前より通勤向けのカープール等が普及していたことも相まって、自動車のシェアリン

グサービスの受け入れが進んでおり、Uber や Lyft などによるライドシェア事業が進んで

いる。近年では、タクシーとバスを融合させたオンデマンド型ライドシェア（マイクロト

ランジット）サービスも出現している。また、州や都市の単位でライドシェアに対する法

整備が進んでおり、ライドシェアをタクシーとは異なる新たなサービスと位置づけ、プラ

ットフォームやドライバーに一定の責任を課した上で正式に認める動きがある。 

シリコンバレーを中心とした次世代モビリティに係る事業の展開も目立ち、電動スクー

ターのシェアリングサービス事業を行う Bird、Lime、軽量飛行機メーカである Kitty Hawk

などのスタートアップ企業が出現している。 

 

○中国 

自動車によるライドシェアリングのほか、二輪車シェア（バイク、自転車）が普及して

いる。また法整備関連では、「インターネット予約タクシー経営サービス管理暫定弁法」を

策定し、ライドシェアを法的に位置づけ、プラットフォーム及びドライバー双方に一定の

規制をかけることで安全性の確保に務めている。 

シェアリング分野においては、ライドシェアリングでは Didi Chuxing が、自動車シェア

リングでは Mobike、ofo などが市場を牽引しているが、近年では Meituan、Dida chuxing と

いった新興企業の進出も目立つ。 

 

2.3.2 自動車メーカの取組 

(1) 国内 

① トヨタ自動車 

○主な取組 

他のモビリティサービス事業者との提携時に、開発・提供している車両管理システムや

リースプログラムなどの個別機能を包括したプラットフォーム「MSPF（Mobility Service 

Platform）」の構築を推進している。これにより、提携事業者が MSPF の機能をサービス内

容に応じて利用し、便利かつ細やかなサービスをユーザに提供することが可能となる。

MSPF の一機能として、カーシェア事業用アプリを開発し、2018 年よりハワイにおいて

Servo 社による試験的運用を行っている。また欧州において、法人向けカーシェアリング

サービス「YUKO」の展開を図っており、2019 年にデンマーク及びスペインにて事業の開

始を予定している。MaaS 領域では、世界中の企業やサービスとオープンに連携する MSPF

の構築を図っているほか、東南アジア配車サービス大手 Grab 等との MaaS 領域の協業深

化・出資等を行っている。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

ソフトバンク 

 新たなモビリティサービスの構築に向け、2018 年にソフトバンク

との共同出資により「MONET Technologies」を設立した。トヨタ

自動車の MSPF とソフトバンクの IoT プラットフォームの連携に

より、様々な移動データを活用することで、移動に係る社会課題

の解決や、新たな価値創造に向けた MaaS 事業を開始する。 
 2020 年代半ばまでに、e-Palette による自動運転と MaaS を融合し

たモビリティサービス事業の展開を目指している。 

Grab 

 トヨタファイナンシャルサービス、あいおいニッセイ同和損害保

険とともに、東南アジアで配車サービスを展開する Grab と、配車

サービス領域で協業している。この協業により、トヨタ自動車は

テレマティクス保険や、Grab ドライバー向けの金融サービス、デ

ータ連動による保守メンテナンスサービスの提供を目指してい

る。 

Uber 

 2016 年 5 月、ライドシェア事業で Uber と提携すると発表した。金

融子会社のトヨタファイナンシャルサービスを通じて Uber に戦略

的な投資を行う。 
 2018 年 8 月、Uber との提携拡大を発表した。新たに自動運転車両

を用いたライドシェアサービスの開発促進と市場投入を目的と

し、Uber に対して 5 億ドルを出資する計画である。 

 

② 日産自動車 

○主な取組 

カーシェアリング分野では、日産カーレンタルソリューションと共同で「Nissan e-シェ

アモビ」サービスを提供している。本サービスでは、同社のリーフ、ノート、セレナとい

った電気自動車を活用している。2018 年度末までに 500 拠点で利用できるよう取組を進め

ていく計画である。 

カーシェアリング分野では、中国の滴滴出行との提携や、カナダの Transit への投資等、

他社との連携を図っている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

滴滴出行 
（DiDi Chuxing） 

 2018 年、日産自動車、ルノー、三菱自動車アライアンスは、中国

でモバイル交通プラットフォームを手がける滴滴出行（ディディ

チューシン）と、中国国内での EV を活用した新たなカーシェア

リングプログラムに関する将来的な協業を発表している。 
 同アライアンスは、滴滴出行（ディディチューシン）が設立した

「DiDi Auto Alliance」にも参画している。 
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Transit 

 無人運転車両による配車サービス、公共交通やカーシェアリング

用の車両プロバイダーとしての同社アライアンスの将来像の実現

に向け、日産自動車、ルノー、三菱自動車アライアンスのベンチ

ャーキャピタルファンド「アライアンス・ベンチャーズ」では、

カナダ・モントリオールでマルチモーダル交通用アプリを開発す

る transit に投資を行っている。 

 

③ 本田技研工業 

○主な取組 

会員制レンタカーサービス「EveryGo」を 2017 年より開始している。本サービスでは、

利用者の好きなタイミングで Web サイトを通じて車両を予約し、無人のステーションから

借り出すことが可能であり、カーシェアリングの利便性を組み合わせた新たなレンタカー

サービスを提供している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

General Motors 等 
 2018 年、General Motors、GM クルーズホールディングスと提携

し、様々な使用形態に対応するクルーズ向けの無人ライドシェア

サービス専用車の共同開発に乗り出している。 

Grab 
 東南アジアを中心にライドシェアリング事業を展開する Grab と、

二輪シェアリング領域の事業拡大を目的に協業を図っている。 

 

(2) 国外 

① BMW【ドイツ】 

○主な取組 

街中に点在する BMW 車から近くにある車両を検索し、必要な時に即座に利用可能なシ

ェアリングサービス「DriveNow／ReachNow」のほか、駐車場の検索から予約、支払いまで

をワンストップで行える「ParkNow」などのサービスも開始している。 

2018 年、Daimler と連携し、カーシェアリングを中心とした新しいモビリティサービス

を事業とする新会社の設立を発表し、Drive now と、Daimler が提供する乗り捨て型のシェ

アリングサービスである car2go を統合することを計画している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Daimler 
 Daimler と連携し、新たなモビリティ会社の設立及びシェアリング

サービスの統合を計画している。 
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② Daimler【ドイツ】 

○主な取組 

2007 年に新たなビジネス領域を開拓する部署を立ち上げ、乗り捨て型のカーシェアリン

グサービス「car2go」のサービスを開始した。その後、カーシェアリングと公共交通を組み

合わせ、マルチモーダルなルート検索アプリ「moovel」を展開している。その他、タクシ

ーのオンデマンド型配車サービス「My Taxi」を買収し、MaaS オペレータとしてプラット

フォーム事業を展開している。 

同社のシェアリングサービスである car2go、moovel、mytaxi 等は全世界で約 3100 万人

に使用されている。自動運転とシェアリングの組み合わせは今後さらに重要性が増すとし

ており、2020 年代前半に公道での自動運転タクシーの展開を計画している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Verkehrsbund 
Berlin-

Brandenburg 

 moovel のサービス展開前に、ベルリンのバス、トラム、鉄道等の

交通事業者が加盟する運輸連合、Verkehrsbund Berlin-Brandenburg
と連携し、実証実験を実施した。 

BMW 
 BMW と連携し、新たなモビリティ会社の設立及びシェアリングサ

ービスの統合を計画している。 

Uber 

 2017 年 2 月、ライドシェア事業で Uber と提携すると発表した。

Uber のプラットフォームと連携できるよう自動運転車を開発し、

数年後には Dimler の自動運転車による Uber のライドシェアのネ

ットワークを世界規模に拡げる計画である。 

 

③ General Motors【アメリカ】 

○主な取組 

Lyftの配車プラットフォームを活用したレンタカーサービスプログラム「Express Drive」

を開始し、車両を所有しておらず、Lyft のドライバーとして仕事をしたい人向けに、同社

の車両をレンタルする仕組みを構築している。 

2016 年より、オンデマンド方式のモビリティ・シェアリングサービス「Maven」を開始

している。都市のステーションを拠点としたカーシェアリングや、ライドシェア及び配達

での利用等が可能で、北米 17 都市にて、同社の車両を利用できるサービスを提供してい

る。車両所有者が車両を Maven のアプリ上に登録し、その車両を会員がレンタルするとい

う P2P 型のカーシェアの仕組みも現在開発している。 

2018 年 10 月には、本田技研工業株式会社、GM クルーズホールディングスと提携し、

様々な使用形態に対応するクルーズ向けの無人ライドシェアサービス専用車の共同開発

に乗り出している。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

DoorDash 
 米国のフードデリバリー企業の DoorDash と連携し、2019 年 3 月

より、自動運転車両を用いた無人デリバリーサービスの導入を計

画している。 

本田技研工業等 
 2018 年、GM クルーズホールディングス、本田技研工業と提携

し、様々な使用形態に対応するクルーズ向けの無人ライドシェア

サービス専用車の共同開発に乗り出している。 

 

④ Ford【アメリカ】 

○主な取組 

保有するデータを活用して交通や都市を最適化することに関心を持つ Lyft、Uber、

NACTO（National Association of City Transportation Officials：全米都市交通担当官協会）と

ともに、交通・移動に係るデータプラットフォームを運営する SharedStreets との提携を発

表している。2018 年、スクーターのシェアリング事業を行っているスペインの企業 Spin を

買収するなど、モビリティに係るサービスの拡充を図っている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Chariot 
 都市部での交通渋滞の解消等を目指す取組の一環として、2016 年

に、ライドシェア及びバスサービスを展開する Chariot を買収して

いる。 

Walmart 
 米国の小売業大手 Walmart と提携し、自動運転車両を活用した配

達サービスの実証実験を 2018 年より開始している。 

 

2.3.3 部品メーカの取組 

(1) 国内 

① デンソー 

○主な取組 

最新の IoT 技術を駆使し、乗用車、バス、トラック等の多様なモビリティをクラウドで

繋げ、仮想のデジタル都市空間で現実の交通を再現する技術を開発している。デジタル都

市空間上での解析結果を元に、様々な情報等をモビリティに還元することにより、現実社

会においての安全、安心、便利な移動手段を提供することを目指している。 

上記の実現にあたり、リアルタイムでのモビリティのデータ収集やデバイス制御に向け

てモビリティの状態をクラウドと連携させる「Mobility IoT Core」を開発しているほか、そ

れら収集データを活用し実社会のモビリティ全てをデジタル空間に写像するデジタル・ツ

インの仕組みを開発している。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

オンザロード 
 MaaS システムの技術開発の加速に向け、2018 年、次世代のソフ

トウェア開発を行うオンザロードに 1.6 億円を出資している。 

ActivScaler 
 MaaS 運用に必要なシステムを一元的に提供する、AI を活用した

Managed MaaS システムの開発に向け、MaaS システムを開発する

米国のスタートアップ企業 ActivScaler に出資を行っている。 

 

② アイシン精機 

○主な取組 

2018 年、愛知県豊明市にて、複数の人が乗り合わせる、乗り合い送迎サービス「チョイ

ソコ」の実証実験をスギ薬局とともに実施している。買い物難民の増加、高齢化による医

療難民の増加という今後の社会問題の解決策として、期待されている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

スギ薬局 
 2018 年に乗り合い送迎サービス「チョイソコ」の実証実験を行っ

ている。 

 

③ ブリヂストン 

○主な取組 

ブリヂストンは、様々な分野の MaaS に関わる消費者やサービス事業者に対し、優れた

商品とサービスをデジタルで接続し、先進的なソリューションとして価値を提供するビジ

ネスプラットフォームを構築する方針を打ち出している。2019 年 1 月には、欧州で地図・

位置サービスを展開するオランダの TomTom 子会社である TomTom Telematics を約 9.1 億

ユーロで買収すると発表している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

TomTom 
Telematics 

 デジタルフリートソリューション事業を展開する TomTom 
Telematics を 2019 年 1 月に買収すると発表した。 

 TomTom Telematics のソリューションを通じて得られる車両やタイ

ヤの稼働状況に関するビッグデータを利用し、商品開発やメンテ

ナンスサービスの品質向上につなげる計画である。 
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(2) 国外 

① Robert Bosch【ドイツ】 

○主な取組 

コネクテッド、自動運転、電動化を組み合わせた MaaS 戦略を打ち出している。シャト

ルサービスを想定した自動運転型（レベル 5）電気自動車のコンセプトカーを 2019 年の

CES にて発表し、部品、自動運転システム、保守サービスまでをトータルで提供するプラ

ットフォーマーを目指している。 

都市の交通問題の解決を目的として、台湾のスクータメーカの Gogoro のスクーターを活用

した、電動バイクのシェアリングサービスを手がける「Coup」を子会社として設立している。

アプリに登録することで、いつ、どこでも、好きなタイミングでスクーターの検索、予約、乗

車、料金の支払いが可能となっている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Splitting Fares 
 通勤者向けのライドシェアリングサービスを手がける Splitting 

Fares を 2018 年に買収し、本格的にライドシェアリング事業に参

入している。 

Gogoro 
 台湾のスクータメーカの Gogoro のスクーターを活用し、電動バイ

クのシェアリングサービスを進めている。 

 

② Continental【ドイツ】 

○主な取組 

プラットフォーム上に自動車所有者が自身の自動車を掲載することで、個人間のカーシ

ェアリングを実現している Turo と連携し、Turo go サービスを展開している。GPS の位置

情報を元に、近くの自動車を予約できるだけでなく、Turo のスマートフォンのアプリケー

ション上で鍵の解除が可能となっている。この仕組を「Key as a Service」と称しており、

同サービスの特徴となっている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Turo 
 個人間のカーシェアを実現している Turo と連携し、Turo Go サー

ビスを展開している。 
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③ Magna International【カナダ】 

○主な取組 

ライドシェアリング事業を行う Lyft と提携し、自動運転技術を活用したライドシェアリ

ングの検討を進めている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Lyft 
 米国のライドシェアリング事業者 Lyft と提携し、自動運転システ

ムの共同開発及び製造、2 億ドルの資金提供を行っている。 

 

2.3.4 その他企業の取組 

(1) 国内 

① 未来シェア 

○主な取組 

効果的な配車手段の提供、移動手段の利用格差の解消、環境保全・地域経済の活性化等

を目的に、ユーザと車両（タクシー・バス）のマッチングを行うクラウド型乗り合いサー

ビス、SAV（Smart Access Vehicle）を提供している。乗客はアプリを通じて配車要求、乗車・

降車位置を指定できる。また、乗客の乗降位置や混雑状況を元にシステムが効率的な配車

を決定し、自動的にドライバーへ走行ルート・送迎指示を行うという特徴を有しており、

それらを担うシステムに AI が活用されている。特に地方部における公共交通手段として

の活用を見込んでおり、現在、函館市を中心に実証・研究を行っている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

ヴァル研究所 
 経路検索サービス「駅すぱあと」等を提供するヴァル研究所と業

務提携し、ナビゲーションサービスの共同開発を行っている。 

NTT ドコモ 

 2017 年に、モビリティサービスプラットフォームの共同開発に向

けた基本合意書を締結し、NTT ドコモが保有するリアルタイム移

動需要予測技術と、未来シェアが保有する配車システムの技術を

組み合わせ、効率的な交通社会を実現するモビリティサービスプ

ラットフォームの実用化を目指している。 

 

② パーク 24 

○主な取組 

国内カーシェアリング最大手である同社は、タイムズカープラスをサービスとして事業

展開している。ドアロック開閉や走行距離のデータ取得等、無人貸出の仕組みとして必須

となるシステムを、車載装置に独自の専用インターフェースを構築することで、車両制御
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を可能とし、安全を確保している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

トヨタ自動車 
 トヨタ自動車と提携し、2015 年には EV の小型三輪電気自動車の

乗り捨て型サービスの開始、2018 年にはカーシェアリングのデー

タ収集を行っている。 

 

③ akippa 

○主な取組 

契約されていない月極駐車場や個人宅車庫などの空きスペースに 15 分単位でネット予

約し駐車できすシェアリングサービスを提供している。MaaS を軸としたモビリティプラ

ットフォームの構築等を目的に、2018 年 5 月、既存株主である住友商事などより 8.1 億円

の資金調達を実施したほか、同年 6 月にはマイカーの賃貸事業を手がけるカルモと提携す

るなど、MaaS の取組を積極的に推進している。 

 

④ JR 東日本 

○主な取組 

オープンイノベーションによりモビリティ変革を果たす場として「モビリティ変革コン

ソーシアム」を設立している。同コンソーシアムには、JR 西日本や東京メトロ等の鉄道事

業者をはじめとし、様々な業界の企業や団体が約 80 社参画している。コンソーシアムの下

に、“Door to Door 推進 WG”、“Smart City WG”、“ロボット技術活用 WG”の 3 テーマのワ

ーキンググループを設置し、将来の公共交通のあり方について検討を実施している。特に、

“Door to Door 推進 WG”は、出発地から目的地へのシームレスな移動を目指し、バスやタ

クシーなどとの運行連携によって移動時間の短縮を図ることなど、MaaS の実現を念頭に

置いた検討が行われている。 

 

⑤ 小田急電鉄 

○主な取組 

2018 年からの 3 カ年の中期経営計画の中に、国内鉄道事業者としては初めて、MaaS の

取組を盛り込んだ。同社グループのバス事業やタクシー事業等と鉄道事業を連携し、運行

情報の取得や経路案内、予約・決済までを一括で完了できる仕組みを目指している。 

また 2018 年度より、駅の 2 次交通として自動運転バスの実証実験を進めており、新た

な交通モードの活用も検討しており、2018 年 6 月には慶應義塾大学 SFC キャンパスにお

いて、自動運転バスの実証実験を行っている。 
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(2) 国外 

① MaaS Global【フィンランド】 

○主な取組 

自主開発したスマートフォン向けアプリ「Whim」を用い、アプリ上でタクシーやバス、

電車等の複数の公共交通機関を組み合わせた移動手段の提供のほか、予約・決済を可能と

している。フィンランドのヘルシンキのほか、バーミンガム（イギリス）、トロント・モン

トリオール（カナダ）等での展開も見据えている。 

 

② Deutsche Bahn（ドイツ鉄道）【ドイツ】 

○主な取組 

エネルギー、自動車、ドイツ鉄道を含む公共交通機関の代表企業が参画した調査コンソ

ーシアム「Berlin elektro Mobil」の中で、EV、ハイブリッド車等によるカーシェア、自動車

シェア、公共交通を共通チケットで利用可能になるように検索や乗換用のアプリを開発し

た。以降、ドイツ鉄道では、公共交通機関とその他モビリティの統合の取組を進め、マル

チモーダル型統合プラットフォームを活用したサービス「Qixxit」を 2013 年に開始してい

る。アプリ上での検索だけでなく、予約や決済が可能となっている。 

 

③ Keolis（ケオリス）【フランス】 

○主な取組 

フランス国鉄、カナダ・ケベック州投資信託銀行が出資する交通オペレータ「Keolis」で

は、各国の自治体等との契約に基づき公共交通機関の運営を受託し、ネットワーク構築や

サービス改善を行っている。将来の MaaS で重要となりうる自動運転サービスに着目し、

ラストワンマイルの自動運転シャトルバス導入による通勤・通学の支援や、乗り合い型の

小型バンによるオンデマンドサービスの開発等を行っている。 

 

④ Uber Technologies（ウーバー テクノロジーズ）【アメリカ】 

○主な取組 

世界 70 カ国の 600 都市にて、ライドシェアリングサービス「Uber」を展開している。利

用者及びドライバーの持つスマートフォン等の GPS 情報から現在地をリアルタイムで共

有することで配車及び乗車を実現しているほか、クレジットカード情報を事前登録するこ

とで、支払いはオンライン上で完結する仕組みを構築している。また、Uber eats など食品

配送や物流事業にも乗り出している。 

日本では、淡路島等で実証実験を開始し、2018 年には、フジタクシーグループと提携し、

名古屋市周辺でのタクシーの配車サービスを本格的に展開している。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

フジタタクシーグ

ループ 
 名古屋市の大手タクシー会社であるフジタタクシーグループと協

業し、タクシー配車サービスを名古屋市で開始している。 

トヨタ自動車 

 2016 年にライドシェア領域における協業の検討に向けた覚書を締

結したほか、2018 年には自動運転技術を活用したライドシェアサ

ービスの開発促進及び商業化を目指し、5 億ドルを出資し、協業の

拡大を図っている。 

Cargo Systems 
 乗客に販売する商品の販売ボックスを配車ドライバーに提供す

る、新興企業「Cargo Systems」と提携し、販売サービスの拡大及

び快適な移動の実現を目指している。 

 

⑤ Lyft（リフト）【アメリカ】 

○主な取組 

Uber Technologies と同様に、米国を中心にライドシェアリングサービスを展開している。

2015 年には、インドの Ola、シンガポールの Grab、中国の Didi Chuxing 等と提携し、様々

な地域での事業展開を図っている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Magna 
International 

 2018 年、北米で自動車部品の提供を行う「Magna International」と

の提携を発表している。自動運転の車両システムの共同開発及び

製造を進めている。 

Amtrak 
 米国の鉄道会社「Amtrak」と提携し、Amtrak のアプリ上から Lyft

の配車サービスを利用できるようになっている。 

Blue Cross and 
Blue Shield 

 米国の保険会社で構成される Blue Cross and Blue Shield 協会と連携

し、医療機関への無料送迎サービスを計画している。 

 

2.3.5 研究機関の取組 

(1) 国内 

① 横浜国立大学 

○主な取組 

同大学の学内施設へのアクセス経路案内機能と、バス運行情報提供機能を備えたワンス

トップ移動支援サービス「YNU ナビアプリ」を開発し、学内の学生や教職員の移動を支援

しており、MaaS で必要不可欠となる情報統合サービスに関する試験的運用が行われてい

る。 
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(2) 国外 

① University College London【イギリス】 

○主な取組 

University College London の都市交通・エネルギーグループに「MaaS Lab」を立ち上げ、

MaaS などの新たなモビリティサービスに関する研究を行っている。 

研究及び革新的開発を促進する EU の研究開発プログラム「Horizon 2020」の一テーマと

して「MaaS4EU」プログラムがあり、同大学が参画している。 

 

2.4 電動化（Electric）の取組 

2.4.1 国家・地域全体の取組 

(1) 国内 

未来投資戦略 2018 では、2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割合

を 5 割から 7 割となることを目指している。また同戦略では、電動車の車載用電池につい

ては、平成 37 年の全固体蓄電池、平成 42 年の革新型蓄電池等の実用化を見据えた研究開

発、電動車の普及拡大に備えて EV を電力の需給バランスの調整等に活用する Vehicle to 

Grid 技術を平成 33 年度の実用化を目指すこととしている。 

経済産業省では、2018 年度に「自動車新時代戦略会議」を設置して電動化等についての

検討を実施している。同会議での検討を踏まえ、2050 年までに電動車（電気自動車、プラ

グイン・ハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車）化を進めて世界最

高水準の環境性能を実現し、また燃料から走行までのトータルで温室効果ガス排出量をゼ

ロにする“Well-to-Wheel Zerission”チャレンジに貢献することを長期ゴールとして掲げ、

そのゴールに向けた基本方針及び具体的アクションを定めている。 

内閣府が主導する SIP の第二期の一プロジェクトである「脱炭素社会実現のためのエネ

ルギーシステム」では、脱炭素型エネルギーシステムの構築に向けてエネルギー貯蔵等の

基盤技術の整備が必要とした上で、走行中の電気自動車の給電等で活用が見込まれる、遠

距離・高効率・大電力で安全なワイヤレス電力伝送（WPT）システムの技術確立に向け、

取組を進めている。具体的には、我が国が強みを有する次世代半導体に着目し、それを元

にした大電力高周波スイッチングデバイス及び高周波受電デバイスの開発、WPT システム

の送信側・受信側の効率化、高度伝送制御技術の開発等を実施している。 

 

(2) 国外 

○欧州 

欧州委員会（European Commission）は 2017 年に、2020 年以降における乗用車とバンの

CO2 排出基準に関する規制（ドラフト版）を発表している。このドラフト版では、2015 年

に開催された COP21 で合意されたパリ協定における CO2 排出削減の達成等を目的に、

2025 年に 2021 年比で 15%、2030 年に 2021 年比で 30%の削減目標を掲げており、これに
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呼応する形で、欧州各国において電動化に舵が切られつつある。また、欧州委員会が 2018

年 5 月に公表した、欧州輸送システムの発展に係る政策（「Europe on the Move））の取組に

向けた行動指針では、新規製造するトラック等の CO2 排出量を、2025 年に 2019 年比で

15%、2030 年に 30%以上に削減するとしている。 

こうした潮流を受け、欧州各国においても CO2 排出量削減に関連する取組が政府主導で

実施している。各国、2025 年から 2050 年を目標時期とし、ガソリン車やディーゼル車の

販売を終了する予定としている。欧州各国の取組の一部を表 2-5 に示す。 

 

表 2-5 欧州における内燃機関車の販売終了に向けた取組 

国名 取組内容 

フランス 
 温室効果ガスと大気汚染物質の最大排出源の一つである自動車部門の

対策として、2040 年までにガソリン・ディーゼル車の販売を終了 。 

イギリス 

 新たな大気汚染対策の一環として、2040 年までにガソリン・ディー

ゼル車の販売を終了 。 
 経過措置として、汚染の酷い道路にディーゼル車の乗り入れを制限す

るスキームの推進を目的として、2 億ポンドの拠出を発表。 

ドイツ 
 パリ協定における温室効果ガス削減目標を満たすため、2030 年まで

にガソリン・ディーゼル車の販売終了を提案 。 

スウェーデン 
 輸送部門による温室効果ガスの 2030 年目標（2010 年比 70%削減）を

達成するため、2030 年までにガソリン・ディーゼル車の販売終了を

発表 。 

ノルウェー 
 輸送部門からの CO2 排出削減に寄与する施策として、2025 年までに

ガソリン・ディーゼル車の販売終了を発表 。 

デンマーク 
 輸送部門における石油利用の安定化とエネルギー部門における化

石燃料の大幅な削減を目的に、2050 年までに化石燃料の使用をゼ

ロに 。化石燃料を使用する自動車を段階的に廃止 。 

（出所）環境省「車体課税のグリーン化に向けた検討」より抜粋 

 

○米国 

グリーンニューディール政策を打ち出したオバマ政権では EV 等のエコカーの普及を推

進し、2015 年までに次世代自動車を 100 万台普及させる目標としていたものの、トランプ

政権ではエコカーに対する支援が消極的になっている。 

 

○中国 

同国政府は大気汚染対策として、2025 年までに EV 販売率を 20%台に引き上げることを

計画している。また、グローバルでの EV シェアでは同国が約半数を占めているなど、同

国内での EV の利用が活発化しており、BYTON 社、NIO 社、小鵬汽車社などの EV メーカ
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が活躍している。 

 

2.4.2 自動車メーカの取組 

(1) 国内 

① トヨタ自動車 

○主な取組 

電動車全般については、2025 年頃までに世界で販売する全車種について電動専用車及び

電動グレード設定車とし、2030 年には電動車の販売台数を 550 万台以上、EV 及び FCV の

販売台数を 100 万台以上とする計画を打ち出している。 

個々の電動車については、EV は、2020 年以降にまず中国から導入を推進し、日本のほ

か、インド、米国、欧州等に順次拡大していくことを予定している。FCV は、2020 年代に

乗用車及び商用車のラインナップの拡大を目指している。HV については、ハイパワー型、

簡易型など多様なハイブリッドシステムを開発して商品の拡充を図るほか、PHV は 2020

年代にラインナップの拡充を計画している。 

また、電動車の普及に必要となる、電池リユース・リサイクルの仕組みや充電・水素ス

テーションの整備について、他社との連携を通じて取り組むことを計画している。 

なお、同社の電子部品事業をデンソーに集約することを計画している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

マツダ 
 2017 年、マツダと提携し、マツダ及びデンソーと共同で電気自動

車の技術開発を行う合弁会社「EV C.A. Spirit」を立ち上げてい

る。 

パナソニック 

 2017 年より車載用角形電池事業でのパナソニックとの協業を検討

している。2019 年には、2020 年末までに車載用角形リチウムイオ

ン電池、全固体電池、次世代電池に関する研究・開発・生産技

術・製造・調達・受注・管理を行う合弁会社の設立を発表してい

る。 

 

② 日産自動車 

○主な取組 

2010 年、世界初となる量産型 EV 車として「リーフ」を市場に投入している。以降、リ

ーフを軸に、EV 車両の販売・技術開発等を積極的に推し進めている。 

バッテリーの蓄電や放電機能を活用し、電気自動車の持つ機能を向上させるソリューシ

ョン「Nissan Energy」の構想を 2018 年に発表している。EV をエネルギーシステムに接続

することで、車載バッテリーの充電のほか、家やビル等への蓄電電力の給電、電力網への

蓄電電力の供給等が可能となり、V2H（Vehicle to Home）、V2B（Vehicle to Building）、V2G
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（Vehicle to Grid）の活用を見込んでいる。 

ゼロエミッションをビジョンに掲げ、2022 年までに 12 車種の EV 車の提供を計画して

いる。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

パワーシェア 

 日産自動車、ルノー、三菱自動車アライアンスのベンチャーキャ

ピタルファンド「アライアンス・ベンチャーズ」では、EV 用充電

プラットフォームを手がける中国の新興企業のパワーシェアへの

投資を発表している。 

 

③ 本田技研工業 

○主な取組 

2050 年を見据えて策定している 2030 年ビジョンでは、CO2 ゼロ社会の実現を目標とし

て定めている。こうした目標に対し、2030 年に世界で販売する四輪車の 3 分の 2 を電動化

することを目指し、電動化技術に係る各種開発を進めている。特に従前から培ってきたハ

イブリッド技術の開発を軸としながらも、電気自動車の開発にも積極的に取り組む姿勢を

示している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

General Motors 

 燃料電池電気自動車（FCEV）の 2020 年頃の実用化に向け、2013
年より次世代型燃料電池システムと水素貯蔵システムの共同開発

を行っている。 
 2017 年には、自動車業界初となる先進水素燃料電池システムの量

産を行う合弁会社「Fuel Cell System Manufacturing」を共同で立ち

上げている。 
 2018 年には、両社の電気自動車投入の加速化に向け、バッテリー

セルやモジュールを含めた次期バッテリーコンポーネントに関し

ての協業を発表している。General Motors が現在研究開発している

次期リチウムイオン・バッテリーシステムをベースに、GM と

Honda が共同で開発を行う。 

日立オートモティ

ブシステムズ 

 2017 年に電動車両用モータの研究、開発、製造、販売を事業とす

る合弁会社「日立オートモティブ電動機システムズ」を設立して

いる。2019 年より稼働を予定している。 
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(2) 国外 

① BMW【ドイツ】 

○主な取組 

2025 年までに 25 車種の電動化自動車の市場化を計画している。 

電気自動車及びプラグイン・ハイブリッド自動車向けの公共充電サービス「ChargeNow」

サービスを 2016 年より開始している。専用の ChargeNow カードにより、日本充電サービ

スが提供する急速および普通充電器の全国ネットワークサービス「NCS ネットワーク」が

利用できる。また車内システムや、スマートフォンアプリケーションを通じて、全国の提

携充電ステーションの表示、内容確認、満空状態を確認することができる。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

華晨中国汽車 
 中国・華晨中国汽車と提携し、電気自動車の生産拡大に向けて、

合弁会社 BMW Brilliance Automotive を設立している。 

Daimler 
 2014 年より、Daimler と提携し、無線充電の技術開発に取り組ん

でいる。 

 

② Daimler【ドイツ】 

○主な取組 

2022 年までに、10 シリーズ以上の完全電気自動車を製品化する計画を打ち出している。 

2018 年には、Mercedes-Benz ブランド初となる EV「Mercedes-Benz EQC」を発表し、2019

年より量産開始を計画している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

BYD 
 中国の電気自動車メーカ BYD と提携し、中国に新たな EV モデル

の展開を計画している。 

 

③ General Motors【アメリカ】 

○主な取組 

電気自動車への完全移行を目指しており、2023 年までに、20 車種以上の電気自動車を製

品化することを計画している。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

EVgo 等 
 米国の充電サービスを提供する、EVgo、CargePoint、Greenlots と

提携し、アメリカ全土に 3 万以上ある充電施設を General Motors
車両のユーザが利用できるよう環境整備を進めている。 

 

④ Ford【アメリカ】 

○主な取組 

2022 年までに 16 車種の電気自動車を含む 40 車種の新型電動車の製品化することを計

画しており、110 億ドルの投資を予定している。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

衆泰汽車 
 中国・衆泰汽車と提携し、中国国内で小型の電気自動車の製造や

販売事業を行う合弁会社を設立している。 

 

2.4.3 部品メーカの取組 

(1) 国内 

① デンソー 

○主な取組 

電動化技術ブランド「ELEXCORE」を立ち上げ、電動化に向けた取組を進めている。 

車両に必要な電気を送り出す SC オルタネータを 1999 年より生産を開始し、2012 年に

は累計生産 1 億台を達成している。 

ハイブリッド車の始動時の主動力、加速時の動力アシスト、制御時のエネルギー回収な

ど、ハイブリッド車の駆動に必要となる MG（モータジェネレータ）ステータを展開して

いる。同製品を搭載したトヨタ自動車のプリウスでは、40km/L の世界一の燃費を達成して

いる。 

独自の冷却構造を開発することで、ハイブリッド車、電気自動車の電力を適切に制御す

る PCU（パワーコントロールユニット）の高出力化、小型化を図っている。2007 年より

PCU の生産を開始し、2016 年には年間 60 万台以上を生産している。 

ハイブリッド車に必要な高電圧電池を制御する電池 ECU を 1997 年より開発しており、

2016 年には年間 150 万台以上を生産している。 
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○主な連携先 

連携企業 取組内容 

アイシン精機 

 トランスアクスル、モータジェネレータ、インバーターというキ

ーコンポーネントが一つのパッケージになった駆動モジュールが

電動化の実現に不可欠となることから、アイシン精機とともに、

駆動モジュールの開発及び販売を手がける合弁会社「BluE Nexus
（ブルーイー ネクサス）」の設立を 2019 年に予定している。 

FLOSFIA 

 京都大学発スタートアップ企業である FLOSFIA と資本提携を結

び、次世代のパワー半導体の材料として期待される、コランダム

構造酸化ガリウム（α-Ga2O3）の車載応用に向けた共同開発を開

始している。 

 

② アイシン精機 

○主な取組 

ゼロエミッションを重点開発領域の一つと定め、「電動ユニット」、「EV・FCV 対応」を

中心に、パワートレイン分野の技術開発に取り組んでいる。「電動ユニット」では、MT、

AT、CVT の 3 種のトランスミッションのほか、燃費向上に向けてハイブリッド用のモータ

開発に注力している。「EV・FCV 対応」では、ボディやシャシーの最適設計、新たなモー

タやインバーターの開発に加え、空力向上、軽量化、乗り心地向上に資する技術開発を行

っている。 

 

(2) 国外 

① Robert Bosch【ドイツ】 

○主な取組 

電動パワートレインシステム「eAxle」を中心とした開発を進めている。3 つのパワート

レインコンポーネント（モータ、パワーエレクトロニクス、トランスミッション）を一体

化し、軽量化、機能統合によるコストダウン、高効率化（航続距離の延長）等を目指して

いる。eAxle の量産を 2019 年頃に予定している。 

また、車両全体のエネルギー管理の最適化を進めている。プロジェクト「GaTE」を通じ

て、電気自動車の統合サーマルマネジメントの開発を進め、車両で発生や回収した熱や冷

気を緻密に制御することで、航続距離を最大 25%に伸ばすことを可能としている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

GLM 

 子会社であるボッシュエンジニアリングは、EV の開発・販売等を

手がける GLM と連携し、GLM が 2019 年に量産を予定している

EV スーパーカーへの VCU（Vehicle Control Unit）搭載を目指し、

共同開発を行っている。 
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② Continental【ドイツ】 

○主な取組 

電動パワートレインの研究開発に対し、2021 年までに 3 億ユーロを追加投資することを

2017 年に発表しており、電動化の取組を強く推進している。 

バッテリー充電システムの開発に力を入れている。車両の充電だけでなく、車両の電動

パワートレインを汎用的な充電システムとし、電気機器に電力を供給することも可能な

「Allcahrge」システムの開発を進めている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

NIO 
 中国の EC スタートアップ企業である NIO と提携し、ワイヤレス

充電等の開発での協業を図っている。 

 

③ Magna International【カナダ】 

○主な取組 

「Smarter」（より賢く）、「Cleaner」（より環境に優しく）、「Safer」（より安全に）、「Lighter」

（より軽く）という方向性に基づき、電動化・電子化の取組を進めている。電動化につい

ては、エンジン車を EV、HV、FCV に置き換えるパワートレイン技術や、エンジン車の補

機類にモータを活用することで駆動損失を抑える技術の開発に取り組んでいる。電子化に

ついては、カメラを活用した運転支援システムや電子ミラー、4WD 制御システムの開発に

取り組んでいる。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

Hasco 
 中国・上海汽車の子会社 Hasco と、自動車メーカ向けの電動パワ

ートレイン製品の提供を目的として、合弁会社を設立している。 

 

2.4.4 その他企業の取組 

(1) 国内 

① ソニー 

○主な取組 

クラウドを介した遠隔操作可能な電気自動車を独自開発しており、2017 年にコンセプト

カー「SC-1」を試作している。AI に対応可能で、センサによる 360 度での車外状況の把握

ができるなど自動運転技術を盛り込んでいる。商用化を視野に入れ、沖縄科学技術大学院

大学にて実証実験を行っている。 
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② パナソニック 

○主な取組 

2018 年 10 月に、完全自動運転の電気自動車のコンセプトカー「スペイシー」を公開し

ている。最短で 2021 年度に、電動モビリティを活用したサービスの実用化を目指してい

る。 

電気自動車（EV、PHEV）向けの充電設備「ELSEEV（エルシーヴ）」の提供を行ってい

る。ホテル、オフィスなどの施設向けのスタンドタイプ、住宅向けの壁面取り付けタイプ

など豊富なラインナップを備えている。 

 

○主な連携先 

連携企業 取組内容 

トヨタ自動車 
 2020 年末までに車載用角形リチウムイオン電池、全固体電池、次

世代電池に関する研究・開発・生産技術・製造・調達・受注・管

理を行う合弁会社の設立を発表している。 

 

(2) 国外 

① dyson【イギリス】 

○主な取組 

2020 年までに電気自動車の初代モデルの市場投入を目指すことを、2017 年に発表して

いる。2018 年には、同社として初となる電気自動車の生産をシンガポールで行うことを決

定している。 

新型電気自動車の研究開発の推進に向け、2 億ポンドを投資し、テストコースの建設を

発表している。 

 

2.4.5 研究開発機関の取組 

(1) 国内 

① 技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター（LIBTEC） 

○主な取組 

リチウム電池用新材料開発の促進・支援を行う同組合では、新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）の委託を受け、全固体リチウムイオン電池の研究開発を実施して

いる。このプロジェクトには、自動車、蓄電池、材料メーカ 23 社と、大学や公的研究機

関 15 法人が参画している。現行の有機電解液を使用するリチウムイオン電池は、発煙や

発火等の危険性があることが課題であるが、全固体リチウムイオン電池では安全性や耐

久性が高まるだけでなく、エネルギー密度の向上、超急速充電の実現などの効果が期待

されている。 



58 

 

(2) 国外 

① University of Michigan（ミシガン大学） 

○主な取組 

1994 年に、同大学内に自動車研究センター（Automotive Research Center）を設立した。

現在、同センターの研究テーマの一つとして「先進ハイブリッドパワートレイン」を掲

げており、先進ハイブリッドパワートレインのシミュレーションの開発のほか、エンジ

ン、熱管理、パワートレインの最適な制御方法等の研究及び検証を行っている。 

同大学のエネルギー研究所（Energy Institute）では、Ford とともに「Battery Lab」を立

ち上げている。バッテリー及びバッテリー内の材料の開発、テスト、分析を行ってい

る。 
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3. 結果の整理 

文献調査の結果から、国内外の CASE 等に係る最新動向、今後の動向、CASE 等を実現

するために必要となる要素、課題等について以下に整理する。 

 

3.1 車のツナガル化（Connected） 

国内外の大手自動車メーカや部品メーカが取組を積極的に進めている。一方、Connected

の実現に向けて必要となるハード・ソフトウェア、基盤技術等の技術開発に向けて、通信

事業者、IT 企業、半導体事業者等の取組も目立ち、自動車メーカや部品メーカとの連携も

活発に行われている。 

2020 年前後には高速・低遅延・大容量の新たな通信技術として 5G 技術が確立し、5G を

活用したコネクテッド化の取組が 2020 年以降進むことが想定される。その他、2020 年以

降には、新車の全てがインターネットに繋がるほか、移動サービスだけでなく、電子商取

引、スマートホーム、防災といった自動車を介した移動以外のサービスへと拡大すること

が期待される。 

車のツナガル化を実現するにあたっては、車載センサ、カーナビゲーション、ECU、イ

ンフォテイメント、アプリケーション、E／E 等のハードウェア・ソフトウェアのほか、通

信、セキュリティ、AI 等の基盤技術の技術開発が今後も重要となる。それら技術の活用に

より、安全性や利便性のある、車両サービス、移動サービス、移動以外のサービスが実現

される。 

車のツナガル化を実現する上での課題としては、5G 及び 5G に対応するハード・ソフト

ウェアの技術開発、個人データや車両設備に係る高度なセキュリティ等の基盤技術に係る

技術開発のほか、通信やデータフォーマットの標準化等が挙げられる。 

上記を元に、Connected の今後の動向や、Connected を実現するために必要となる要素を

図 2-4 に整理する。 
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図 2-4 Connected に係る今後の動向と、必要となる要素 

 

3.2 自動運転（Autonomous） 

国内外の大手自動車メーカや部品メーカのほか、IT 系新興企業が取組を積極的に進めて

いる。自動車メーカや部品メーカでは、現在のレベル 1 や 2 から、段階的に自動運転の実

現しようとしている一方、Waymo などの IT 系新興企業では、レベル 4 や 5 へと一足飛び

に自動運転技術の開発を進めようとしている。 

自動運転の実現に向けて必要となるハード・ソフトウェアの技術開発に向けて、通信事

業者、IT 企業、AI 開発企業、半導体事業者、地図事業者、スタートアップ企業、研究機関

等の取組も目立つ。それらプレイヤー同士の連携も活発に行われている。 

自動運転技術の開発に向けた自動車メーカ等の動向を整理すると、2020 年から 2025 年

にかけてレベル 3 や 4 に対応する製品化が実現することが想定される。ただし、レベル 3

は技術開発によって得られる収益等のメリットが少ないという指摘もあることから、現段

階のレベル 2 からレベル 4 へと一足飛びに技術開発及び製品化される可能性もある。一方、

自動運転の最終目標であるレベル 5 については、2030 年以降に実現されると推察される。 

また国内では、郊外における移動手段の一つとして、無人自動運転による移動サービス

が期待されている。レベル 4 の実現に合わせ、こうしたサービスの実現も期待される。 
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運転には、認知、判断、操作という段階があり、自動運転においてもそれら段階を前提

としたハードウェア・ソフトウェアの技術開発が今後も行われる。認知系としては、カメ

ラやレーダ、LiDAR、センサ等による周辺認識技術や、デジタル地図やダイナミックマッ

プ、GPS 等による自己位置推定技術、V2X という通信技術、AI 等による予測技術等の開

発が引き続き求められる。認知系で得られた情報を元に、アルゴリズムや AI 等を活用し

て判断を行い、ECU により車両を制御することになることから、それら技術の研究及び開

発も重要となる。 

自動運転を実現する上での課題としては、複数階層化された高速道路や、トンネル等で

無線通信を受信しにくい等のインフラ面に係る問題のほか、運転時の責任主体等の制度面、

ハッキング等のセキュリティ面、国際協調ルール等の標準化面等が挙げられる。また、認

知、判断、操作におけるハード・ソフトウェアのさらなる高度化が求められる。 

上記を元に、Autonomous の今後の動向や、Autonomous を実現するために必要となる要

素を図 2-5 に整理する。 

 

 

図 2-5 Autonomous に係る今後の動向と、必要となる要素 
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サービス
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3.3 MaaS を含むサービス、シェアリング（Service & Shared） 

国内外の大手自動車メーカの多くは、従前より自社の自動車を活用したカーシェアリン

グ事業を行っているほか、近年では他社との連携を通じて、ライドシェアリングサービス

事業や MaaS 事業を展開している。ライドシェアリングについては、Uber や Lyft などの新

興サービスプロバイダーの動きが目立っている。MaaS については行政機関や鉄道事業者

等が主動し、多様な交通機関の情報連携が図られている。 

ライドシェアリングの取組は、引き続き世界規模で拡大していくことが想定されるほか、

自動運転の技術進展に合わせ、自動運転車両を活用したライドシェアリングの取組も 2020

年代前半から活発化することが予想される。MaaS については、現在、欧州を中心に取組が

活発化しているが、日本においても様々なモビリティ企業による検討や実証実験が行われ

ている。国内における MaaS の取組は 2020 年頃から本格化すると推察される。 

MaaS には、情報の統合、予約及び支払いの統合、サービス提供の統合、政策の統合とい

う 4 つのレベルがあるとされている 11。それらレベルを達成するためには、マルチモーダ

ルでのルート検索や運賃掲示、プラットフォーム上での予約・決済、定額化、移動以外の

サービスとの連携、公共政策との連携等が重要となる。そのためにも、交通事業者等の持

つ様々なデータのオープン化や連携のほか、データ規格や API の標準化、個人認証の仕組

みの構築などの取組が今後さらに必要になる。 

一方、シェアリングや MaaS の実現にあたっては、データ連携及びそのデータを司るプ

ラットフォームの構築が必要になる。諸外国では、公共交通は「行政機関が責任を負うも

の」として位置づけられている場合が多いことから、MaaS 実現において必要条件となる、

公共交通同士の情報連携・情報統合は行政機関が中心となって進められている。一方、日

本では、公共交通は民間企業によって運営されている場合が多いため、公共交通同士の情

報連携・情報公開を図るためには各事業者の協力が必要となるが、各社間で利害関係があ

ることから情報連携に消極的になり、結果、情報統合が進みにくい可能性がある。 

また、特に MaaS の実現にあたってはラストワンマイルの移動手段の確保が重要になる。

ラストワンマイルとして新たに登場している移動手段（カーシェア、ライドシェア等）、今

後普及することが想定される移動手段（自動運転、EV 等）は MaaS の一移動手段として活

用が期待される。上記の移動手段が普及するためには、それら移動手段の技術開発・ビジ

ネスの進展・推進はもちろんのこと、道路運送法や道路交通法等の制度面、移動手段に適

したインフラ整備、ユーザの受容性等がボトルネックの課題となる可能性がある。 

上記を元に、Service & Shared の今後の動向や、Service & Shared を実現するために必要

となる要素を図 2-6 に整理する。 

 

                                                        
11 Jana Sochor et al.; “A topological approach to Mobility as a Service” 
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図 2-6 Service & Shared（MaaS 含む）に係る今後の動向と、必要となる要素 

（図中の「MaaS のレベル」は、Jana Sochor 等「A topological approach to Mobility as a Service」を元に和訳） 

 

3.4 電動化（Electric） 

国内外の大手自動車メーカや部品メーカのほか、IT 系新興企業や電気機器メーカらが連

携して取組を進めている。 

欧州や中国を中心とした環境規制に呼応する形で電動化の取組が活発化している。各社

の今後の動向を整理すると、2025 年前後より世界規模で電動車の普及が顕著になると予測

される。また、電動化の動力源となるバッテリー開発が各社で活発化しており、全固体電

池、蓄電池というように、今後バッテリーの形態が大きく変化していくと推察される。 

電動化を実現するためには、動力源となるバッテリー、発電機に相当するモータのほか、

バッテリーとモータをつなぐ役割等を持つ制御装置の技術開発が重要であり、今後も活発

的な研究開発が進められると考えられる。また、車両全体のエネルギー、熱循環を管理す

る技術も求められる。さらに、車両外として、充電施設の整備のほか、電動車の蓄電を電

力網や家、家電等に活用する V2G、V2H 等の技術開発も今後加速化すると見込まれる。 
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電容量が低い点、有線や無線で充電を行うためのインフラ整備が十分ではない点等の問題

があり、各社それら課題の解決に向けて、取組を進めている。 

上記を元に、Electric の今後の動向や、Electric を実現するために必要となる要素を図 2-7

に整理する。 

 

 

図 2-7 Electric に係る今後の動向と、必要となる要素 
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 蓄電池（全固体
等）

 水素貯蔵システム
 燃料電池
 ワイヤレス電力伝送
システム

 PCU
 ECU
 トランスミッション
 AI

パワートレイン

車両全体

最適なエネルギー管理技術、統合サーマルマネジメント技術

車両内
バッテリー

車両外

 充電施設（電
気・水素ステーショ
ン等）

 電動車の蓄電電
力の供給（電力
網、ビル、家、家
電等）
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第3章 自動車産業の新たな潮流に関するニーズ 

本章では、自動車産業の新たな潮流に関する取組やニーズを把握することを目的として

自動車メーカ等（自動車メーカ、Tier1 企業、サービス事業者）に対してヒアリング調査を

実施した。加えて、文献等により、今後の CASE の進展により求められる機能や技術、CASE

の進展で提供されうる将来のサービス像について調査を実施した。 

 

1. 調査概要 

(1) 調査目的 

前述のとおり、CASE（Connected、Autonomous、Service & Shared、Electric）や MaaS（移

動のサービス化）の潮流により、自動車産業は 100 年に 1 度の変革期を迎えており、異業

種も含めた競争がグローバルに進展しようとしている。 

自動車産業は我が国を牽引するフロントランナーではあるものの、近年、テクノロジー

の進展や新たな移動サービスの登場等により、自動車産業全体の構造変化やビジネスモデ

ルの変革の必要性が差し迫っている。こうした現状を踏まえると、広域関東圏を中心とし

て、自動車に関連した新技術や新ビジネス、新たな付加価値を創出し、我が国の産業構造

の変革を牽引していくことが期待される。 

本章では、自動車産業がこれまで培った技術の延長線上にない新分野との融合も含め、

スタートアップ企業や大学等研究機関における新分野への参入領域を分析するための基

礎的情報として大手企業等のニーズや取組動向を把握することを目的とし、ヒアリング調

査及び文献調査を実施した。 

なお、CASE 等の新たな潮流のうち、特に C（コネクテッド）、A（自動運転）、S（サー

ビス＆シェア）を重点領域と設定した。 

 

(2) ヒアリング調査の方法及び対象 

今回のヒアリング調査対象の選定にあたっては、CASE の分野のうち、特に本調査で重

点対象とした C、A、S に関する分野を意識し、自動車メーカ 3 社、Tier1 企業 3 社、サー

ビス事業者 1 社にヒアリング調査を実施した。 
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(3) 調査項目 

ヒアリング調査の調査項目は、以下のとおりであった。 

表 3-1 ヒアリング調査項目 

 

(1) CASE 等の新たな潮流に関する取組状況 

① CASE 等による貴社や我が国自動車産業の競争環境への影響について 
② 上記の環境を踏まえた取組について（技術面、サービス開発面等） 
③ 外部企業との連携やオープンイノベーションの状況について 
④ 上記の取組で想定されるスケジュール感／ロードマップについて 等 

(2) CASE 等に関する取組の強化に向けた課題やニーズ 
① 投資や開発の強化を考えている／強化が必要なソフトウェアやサービスに 
 ついて 
② 投資や開発の強化を考えている／強化が必要なハードウェアについて 

③ その他課題について 

(3) その他 
① 中堅・中小企業・スタートアップ企業との連携状況や連携に対するニーズ 

について 
② 中堅・中小企業への期待について 

（技術力・研究開発力、製品品質、生産性・生産体制、コスト、取引条件等） 

③ 関東経済産業局等に対するご要望 等 
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2. 調査結果 

2.1 ヒアリング調査結果 

 ヒアリング調査の結果を踏まえ、以下のとおり CASE 等による自動車産業のニーズ変化

等について整理した。 

 

(1) CASE 等の潮流に伴う自動車産業への影響 

CASE 等の潮流に伴う自動車産業への影響について尋ねたところ、以下の回答を得た。 

 

表 3-2 CASE 等の潮流に伴う自動車産業への影響 

 IT 企業などの他業種がプラットフォーマーとして自動車業界へ影響を及ぼす存

在になる可能性があり、自動車メーカにとって大きな脅威となっていくと考え

ている。【自動車メーカ】 

 CASE の潮流により既存の製品・サービスの需要が変化するほか、新たな事業領

域が生まれると考えている。そのため、需要が減少する領域については、生き残

るための戦略を検討する必要がある。【自動車メーカ】 

 Tier1 企業においても CASE の影響は非常に大きく、様々な分野に関わるが、既

存事業から完全にシフトするわけではない。既存の事業を支えなければならな

い。当面は、販売台数の増加も期待されるので、既存事業を強化しつつ、新規分

野への投資を行う必要がある。【Tier1】 

 Tier1 企業には、これまでの自動車メーカからの需要に対応するビジネスモデル

ではなく、自動車メーカが気づかない領域に手を出し、提案することが重要と

なる。【Tier1】 

 

(2) CASE により生じるニーズの変化 

① コネクテッド 

自動車が自動車以外のシステム等と繋がる VtoX を想定したニーズが拡がっているとの

回答が得られた。また、それを支える人材不足も課題とされ、必要な人材確保のためにス

タートアップ企業や異分野企業と連携を行う意向を持つ企業も現れている（表 3-3）。 
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表 3-3 コネクテッド化によるニーズの変化 

 コネクテッド化が進む中、車の中と外がつながるシステムが重要となる。良く

課題として取り上げられるのはセキュリティである。セキュリティはサプライ

ヤーや自動車メーカ単体で進めるものではなく、国際標準化や業界を巻き込ん

で標準化を進めることが重要である。【Tier1】 

 自動運転とコネクテッド化が進んだ際に、人と自動車のコミュニケーションを

高める必要がある。そのために、次世代の HMI の開発を進める必要がある。

【Tier1】 

 コネクテッドや自動運転の領域は、これまでの自動車会社の技術とは異なる領

域であり、様々な人材を取り入れている。自動車メーカ各社も専門とする組織

を設置するなど、外部からの知見の取込を積極的に進めている。【自動車メーカ】 

 

② 自動運転 

 自動運転については、人間が行う自動車の走行動作である「認知」「判断」「操作」を代

替させる、あるいは、それを支援する技術への期待が高まっている。特に LiDAR 等のセン

サに関わる技術やセンサから得られたデータに対して AI 等の分析を行う技術の需要が発

生し、国内外で連携先を模索する企業が現れている（表 3-4）。 

 

表 3-4 自動運転によるニーズの変化 

 自動運転に関しては、技術発展の時間軸が重要と考えている。レベル 2～レベル

4 と順番に到来すると想定しているが、想定以上に早く市場化が進んだとしても

対応できるよう開発を進めている。【Tier1】 

 自動運転の技術については、人間の運転動作を自動化するものである。人間が

車を運転するときに行う「認知」「判断」「操作」を自動車に代替させる際に必要

な技術の開発が課題となっている。【Tier1】 

 通信の遅延や断絶を踏まえると、車両単体で精度を出さなければならない。車

に高度なコンピュータを搭載できるわけではないので、車に搭載できるレベル

で高機能な判断の機能を持たせる必要がある。【Tier1】 

 中小企業やスタートアップ企業には自動運転の技術分野において、センサ等の

尖った技術を持つ企業の登場を期待している。AI 等の分析技術は、スタートア

ップ企業等も存在するが、大手企業の方が有利ではないか。【Tier1】 

 自動運転が進む中、ソフトウェアリッチなシステムとなるのは避けられない。

ソフトウェアの中でもパートパートに分かれ、深掘りされ、その中で中小企業

やスタートアップ企業が参入する可能性はゼロではない。ただし、現状は、中小

企業が貢献するというよりも、北米等海外の研究者等が興味本位で開発してオ
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ープンソース化を有効活用することを考えている。【Tier1】 

 自動運転のための要素技術や部品は外部連携で取得することも多い。しかしな

がら、その多くが日本企業ではない。その理由として、実証するフィールドを検

証するフィールドや環境が不足しているのではないか。【自動車メーカ】 

 

③ サービス＆シェア 

 サービス＆シェアの領域では、様々なサービスが創造されるため、多くの企業は特定の

領域に重点を起きつつも幅広くサービス化の種を模索している。スタートアップ企業等に

は、開発のアジリティの高さを期待されているほか、連携先として実証実験等を行うため

のフィールドを提供する役割を担う自治体への期待も高まっている（表 3-5）。 

 

表 3-5 サービス&シェアによるニーズの変化 

 所有より使用の MaaS が進展する。例えば、カーシェア利用の増加、使用に視点

を置いたサービス・ビジネス（配車サービス、無人タクシー、ロボットカーな

ど）が登場している。日本の自動車メーカも、2018 年頃よりサービス化に向け

て連携を強化している。【有識者】 

 自動車メーカがサービス化を進める理由の一つに、販売代理店の苦戦がある（現

状の代理店はメンテナンスや修理が重要な利益源となっている）。そのため、代

理店が新たな収益源を得られるためのサービスの展開を進めたいと考えてい

る。【自動車メーカ】 

 国内スタートアップ企業に期待する点として要素技術や部品よりもサービスの

方が大きいかもしれない。サービス展開のアジリティの強みを持つスタートア

ップの登場を期待したい。【自動車メーカ】 

 MaaS のサービス開発においては、制度的にグレーゾーンなものが想定される。

コンプライアンスに抵触しない形で、新たなサービスを提供できないかを検討

しているが、海外の方が環境は整備されている。【自動車メーカ】 

 MaaS の市場展開においては、ビジネスモデルが重要である。例えば、地域での

配車サービスを実用化する際に、運賃収入だけでは成り立たないため、目的地

からの収入等を得る仕組みを作り上げている。そのためには、地域の企業等と

のコネクションや、地域に関する情報・コンテンツを保有する事業者との連携

は欠かせない。【サービス事業者】 

 連携先は、スタートアップ企業に加え、大学等が有望ではないかと考えている。

特に、近未来のサービスを検討する際には、国内で技術を持つ事業者が少なく、

大学等と連携するケースが多い。また、地域向けサービスを展開する際には、自

治体との連携は欠かせない。【サービス事業者】 
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④ 電動化 

 電動化に関しては、自動車メーカやサプライヤーに蓄積があり、新規参入や異分野参入

の障壁は高いという見方を取る企業が多く見られた。一方で、自動車メーカやサプライヤ

ー（またはそのサプライチェーン上の企業）が持つ知見を超えた革新的な技術の到来には、

常にアンテナを張っているとの声も多く、特に大学等における先進的な研究開発やスター

トアップ企業の動向を継続的にモニタリングしているとの回答も得られた（表 3-6）。 

 

表 3-6 電動化によるニーズの変化 

 世界的な燃費規制や排気ガス規制に 加え、加速騒音規制が更に厳しくなること

が見込まれ、電動化への要求は一層高まると予見される。【有識者】 

 既に国内外の自動車メーカは、上述した電動化への要求に対応するために脱エ

ンジンや電動化促進に取り組んでいる。【有識者】 

 先進国において電動化が進む一方で、内燃機関は残ると見ている。途上国にお

いては、電気自動車のためのインフラ整備が間に合わないため、先進国以上に

内燃機関の市場シェアは維持されるため、当面は日本の持つ自動車関連技術を

市場に投入していけば良い。【有識者】 

 電動化により需要が高まる部品として、インバーター、モータ、電池がある。た

だし、これらは、内燃機関に変わる基幹部品であり、これまでのハイブリッド車

の開発の中で、自動車メーカやサプライヤーに蓄積があり、新規参入や異分野

参入の障壁は高いのではないか。【Tier1】 

 電動化の多くが既存のハイブリッド開発の延長上にあるが、ゲームチェンジを

引き起こす技術革新は、常に注目する必要がある。例えば、インバーターに搭載

される半導体や電池の技術革新は、非連続的なイノベーションを引き起こす可

能性がある。【Tier1】 

 

(3) オープンイノベーションの推進 

 スタートアップ企業との連携やオープンイノベーションの推進状況や課題について尋

ねたところ、以下のとおり回答が得られた。多くの企業において、連携先の探索に課題が

あるとの意見が得られ、様々な方法を用いて連携先を探索している状況にある（表 3-7）。 

 

表 3-7 オープンイノベーションの推進に関する取組状況や課題 

 CASE 等の潮流に対応するためには、オープンイノベーションやアライアンスは

欠かせない。Tier1 企業も車内の部品やシステムに閉じず、車外に出て行く必要

があり、車の外という領域では色々な技術・ノウハウを持っている他社を含め
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て様々な連携の在り方がある。実際に、グループ内での連携、海外を含めたスタ

ートアップ企業との連携を行っている。車内の部品・システム以上に車外の領

域で連携が必要と見ている。【Tier1】 

 自動運転やコネクテッドに関する技術については、グローバルで連携先を探し

ている。カメラやセンサから知見を得る AI 等の技術については、データ量が重

要となり、その点では米国や中国が先行している。グローバルにオープンイノ

ベーションを進めるために、イノベーションの震源地であるシリコンバレーや

イスラエル等の動向に注目している。遠目で見るのではなく、如何に現地でエ

コシステムに加われるかを模索している。【Tier1】 

 国内での連携先の探索は、技術者同士のネットワーク等が重要となる。そのた

め、外部の著名なエンジニアや先端技術を研究する研究者と連携している。彼

らを通じて、連携先の情報が得られる仕組みとなっている。【Tier1】 

 連携先の探索は難しく、インターネットで調査したり、コンサル会社にリスト

アップを依頼したりする。また、社内の技術者が、展示会に参加し、そこから連

携が生まれるケースもある。【自動車メーカ】 

 グローバルにスタートアップ企業と連携するために、ファンドを組成すること

も効果的と考えている。国内外の自動車メーカや Tier1 では、スタートアップ企

業への投資の機能を抱える事業者も増えている。逆に、スタートアップ企業等

はこれらの情報をウォッチする必要がある。【自動車メーカ等】 

 中小・スタートアップ企業との連携に向けて、特定地域にとどまらず幅広い企

業と会話できる場があると良い。【自動車メーカ】 

 連携した際に、中小企業やスタートアップ企業側の体制面の確保が課題となる

ケースもある。【サービス事業者】 
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2.2 文献調査結果 

 ヒアリング調査において自動車メーカ等の取組動向や需要を把握するとともに、将来を

見据え求められる技術や機能について、公表情報を基に調査を実施した。これらの情報は

第 5 章におけるマップ作成の基礎資料とした。 

 

(1) 経済産業省「IoT や AI が可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会」 

同研究会の中間整理においては、新たなモビリティサービス（Service & Shared）領域に

ついて、①新たな移動手段を提供する新規事業者の台頭、②モーダル間連携事業者の登場、

③周辺サービサーとの連携、といったプレイヤーの構造変化が生じつつあると指摘し、想

定されるサービスの整理を行っている（図 3-1）。 

 

 

図 3-1 モビリティサービスの全体像 

（出所）経済産業省「IoT や AI が可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会 中間

報告」より抜粋 

 

(2) 経済産業省「自動車部品産業の変遷に関する調査」（2018 年） 

同調査は、次世代自動車対応等を中心としたこれら課題への対応を念頭に、昨今の事業

環境、産業構造の変化や、これらを踏まえた企業動向等を調査し、自動車部品産業の将来

のあるべき姿を検討するため政府としてどういった対応が必要になるかの基礎的な情報

を得ることを目的として実施された。 

技術トレンドにより自動車のあり方や、使用部品の変化による事業環境（市場・プレイ

ヤー・付加価値構造）を整理している（表 3-8）。 
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表 3-8 CASE に伴うニーズとシーズの変化 

 

 

（出所）経済産業省「自動車部品産業の変遷に関する調査」をもとにみずほ情報総研作成 

 

(3) 総務省「Connected Car 社会の実現に向けて」 

総務省は、「Connected Car 社会の実現に向けた研究会」において、車とネットワークが

つながり、新たな価値やビジネスが創出される安全・安心な Connected Car 社会の実現に向

け、無線通信ネットワークを活用した Connected Car がもたらす新たな社会像やその推進

方策等について議論を行い、 Connected Car によるサービス群を（安全／便利・快適とデ

ータの流通）に着目して分類することで、下記の４分野に類型化している（図 3-2）。 

自動車メーカー等の技術課題（ニーズ） 課題達成のための手段（シーズ）

C
コネクティビティ

遠隔操作による利便性の向上 車両のリモート操作
車室内からのリモート操作

車外空間への接続による利便性の向上 車室内のホーム・オフィス化

インフラ情報を活用したサービス 交通情報・地図情報サービス
高度道路交通システム

車両情報を活用したサービス

フリートマネジメント（走行管理サービス）
シェアリング
故障予知・メンテナンス（車両管理サービス）
テレマティクス保険
セキュリティサービス（盗難追跡・緊急通報）

運転・ドライバー情報を活用したサービス
ドライバーモニタリング
運転特性診断
運転車情報管理（個人認証）

インフォテインメント アプリケーションサービス

操作性の高いHMI
音声情報HMI
触覚情報HMI
視覚情報HMI

A
自動運転

外界認識の方法 外界認識技術
高精度地図

走行軌道計画の方法 自動運転アルゴリズム
自動運転ECU（エンジンコントロールユニット）

制御の方法の方法 DBW（Drive by Wire）、EPS（Engine Power Shield）

通信の方法 通信技術

空き時間の有効活用 高自由度居室空間設計
インフォテイメント・HMI

自動車メーカー等の技術課題（ニーズ） 課題達成のための手段（シーズ）

S
シェア＆サービス

（記載なし） （記載なし）

E
電動化

EVの優れた走行特性 加速性能の向上
最高速度の向上

十分な航続距離
電池容量の拡大
電池持続時間の長時間化
低エネルギーロスな設計

高自由度な空間設計
電池の小型化
部品点数・サイズの削減
デザイン性の向上

低イニシャルコスト 車両コストの削減
充電設備コストの削減

低ランニングコスト 高燃費化
メンテナンスコストの削減

高資産価値 電池の高寿命化
リユース・リサイクルPFの構築

エネルギーインフラへのアクセシビリティ 充電の高速化
インフラの整備

蓄電装置としての機能 V to Xへの対応

走行中の排気ガス0

Pure-EV化騒音・振動が少ない

危険管理レベルの低減
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データ社会の進展を踏まえ、データ活用の流通に着目している点が特徴的である。 

 

 

図 3-2 Connected Car によるサービス群の類型化 

（出所）総務省「Connected Car 社会の実現に向けて」より抜粋 

 

(4) その他 

 その他、公表されている調査レポート等の文献を対象に調査・整理を実施した。対象と

した主な文献は以下のとおり。 

 

 経済産業省「自動走行に関するソフトウェア人材の実態調査及び求める人材像の調査」 

 自動車技術会「自動運転・将来交通分野のロードマップ」 

 みずほ銀行 「みずほ産業調査」 vol.58 

 クルーザーズ・メディア 『自動車産業 20 の新ビジネスチャンス』  

 Deloitte「The Future of the Automotive Value Chain」 

 McKinsey「The Changing aftermarket game」 
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第4章 中小企業等の新分野参入領域等に関する動向等 

本章では、中小企業等の新分野参入領域等に関する動向を調査するために、ヒアリング

調査を実施した。なお、調査対象は、前述の通り CASE のうち C,A,S とした結果として、

主なプレイヤーとしてスタートアップ企業（特に先進技術を持つ企業）に焦点を当ててい

る。 

 

1. 調査概要 

(1) 調査目的 

CASE 等への対応に当たり、サービスの提供に向けたソフトウェア・部材開発等が課題

とされていることから、新たな取組を実施しているスタートアップ企業等及び大学研究機

関に対してヒアリングを行い、CASE 等の新たな潮流に関する取組の現状や課題（技術面、

経営面、サプライチェーン等のビジネス面など）等を把握することを目的とした。 

 

(2) 調査方法及び対象 

今回のヒアリング調査対象の企業は、以下のとおりであった。 

事業者の選定にあたっては、CASE の分野のうち、特に本調査で重点対象とした C、A、

S に関する分野を意識し、スタートアップ企業及び大学等研究機関にヒアリング調査を実

施した。 

 

(3) 調査項目 

ヒアリング調査の調査項目は、以下のとおりであった。 

 

① スタートアップ企業等向け 

表 4-1 スタートアップ企業向けのヒアリング調査項目 

 (1)  CASE 等の新たな潮流に関する取組状況 

① CASE等による貴社の事業環境への影響やその変化について（機会や脅威等） 

② 上記を踏まえた CASE 等に関する取組内容について 

（技術面、サービス開発面等） 

③ 外部企業（自動車メーカ、Tier1 企業、IT 企業等）との連携や 

オープンイノベーションの状況について 

④ 連携やオープンイノベーションの取組に至った過程や背景について 

⑤ 外部企業との連携やオープンイノベーションを進める際の課題について 
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⑥ 自動車メーカや Tier1 企業のニーズの把握方法について、 等 

(2)  CASE 等に関する取組の強化に向けた取組 

① 投資や開発の強化を考えている／強化が必要なソフトウェアやサービス 

について 

② 投資や開発の強化を考えている／強化が必要なハードウェアについて 

③ 取組を進める上での課題について 

（技術力・研究開発力、製品品質、生産性・生産体制、コスト、取引条件等） 

④ 自動車メーカや Tier1 企業との今後の関係構築 

（どのような関係を築きたいか）について  
(3)  その他 

① 関東経済産業局等に対するご要望 等 

 

② 大学等研究機関向け 

 大学等研究機関向けのヒアリング調査項目では、研究内容に加えて、有識者としての視

点から産業動向や課題について聴取を行った。なお、ヒアリング結果のうち、自動車産業

のニーズに関する意見については、第 3 章のヒアリング結果に取りまとめている。 

 

表 4-2 大学等研究機関向けのヒアリング調査項目 

 (1)  CASE 等の新たな潮流に関する取組状況 

 (2)  CASE 等の新たな潮流に関する自動車産業の動向 

① CASE 等がもたらす我が国自動車産業への影響について 

② 自動車メーカ等（自動車メーカ、Tier1 等）の CASE への取組状況に 

ついて 

③ CASE 等への対応に向けた自動車メーカ等と中堅・中小企業・スタート 

アップとの連携状況について 

④ 上記の取組で想定されるスケジュール感／ロードマップについて 等 

(3) CASE 等により生まれる新たなニーズと地域企業の事業可能性について 

① 自動車メーカ等のニーズについて（ハードウェア、ソフトウェア、サービス等） 

② 上記ニーズに対する地域の中堅・中小企業やスタートアップ企業の事業機会 

について 

③ 異業種の自動車産業への参入可能性について 等 

 (4) 地域企業の競争力強化に向けた方策について 

① 地域の中堅・中小企業やスタートアップ企業の事業展開のあり方について 

② 中堅・中小企業の事業展開を支える政策的支援のあり方について 等 
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2. 調査結果 

(1) CASE に関する取組状況や課題 

① コネクテッド 

 コネクテッドに関する中小企業等の取組状況や課題を表 4-3 に示す。 

 

表 4-3 コネクテッドに関する取組状況や課題 

 コネクテッド化に求められる技術は幅広く、スタートアップ企業に期待される

機能や要素技術だけでは、投資金額は少ないことが多い。更なる事業発展のた

めには周辺領域に拡大することが重要である。【スタートアップ企業】 

 自動車メーカ等のシステム同士が連携を想定されていないため、オープンイノ

ベーションが実現可能な領域は限定される可能性が高い。コネクテッドで生み

出されるサービス領域ではオープンイノベーションが期待できる。【スタートア

ップ企業】 

 

② 自動運転 

自動運転に関する中小企業等の取組状況や課題を表 4-4 に示す。 

 

表 4-4 自動運転に関する取組状況や課題 

 自動運転を構成する要素技術や部品について、異分野企業やスタートアップ企

業等が、自動車メーカの求める品質・信頼性を担保することは難しいのではな

いか。研究や実験車両を提供できるスタートアップ企業は存在するが、実用化

を見据えた信頼性ある車両を開発できる企業は少ない。【スタートアップ企業】 

 自動運転の鍵となる技術は、「3 次元ライダー」、データを処理する「車載コンピ

ュータ」、AI 等の「ソフトウェア」である。ライダーについては、既に中国等海

外が先行している。車載コンピュータについては、NVIDIA が技術的には先行し

ているが、車載できる品質・信頼性を担保しないアセンブリ売りの形態を取っ

ている。ソフトウェアについても、中国が先行している。【スタートアップ企業】 

 自動車メーカには要素技術や部品単体のニーズは少なく、システムとして調達

したいと考えている。そのため、信頼性や品質を担保できるシステムを自動車

メーカに供給できる事業者は Tier1 に限られるのではないか。【スタートアップ

企業】 

 自動運転等では、自動車内部の動作を理解できなければ自動運転に必要な機能

の大部分には手が出せず、AI のソフトウェア等に限定される。【スタートアップ
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企業】 

 自動運転に関しては自動車メーカ等から大学への共同研究の依頼は増加してい

る。特にレベル 3 に関する研究テーマを取扱うことが多い。【大学等研究機関】 

 海外は取り組むべきこと、目指すべき方向性を決めた上でトップダウン的に取

り組んでいるためスピード感が速いと感じている。一方、日本は迷いながら検

討を進めている。そのため、大学やスタートアップ企業等連携のスピード感も

日本が遅れているのではないか。【大学等研究機関】 

 LiDAR はベロダイン製を使わざるを得ない状況にある。自動運転に関する技術

も、ロボット計測用の LiDAR は日本にも存在するが、自動車向けの多くが海外

製である。【大学等研究機関】 

 自動車内の部品やシステムについて、オープンイノベーションを上手く進めた

成功例は聞いたことが無い。アップストリームのサービスやコンテンツ領域で

はオープンイノベーションは有効に感じる。【スタートアップ企業】 

 

③ サービス＆シェア 

サービス＆シェアに関する中小企業等の取組状況や課題を表 4-5 に示す。 

 

表 4-5 サービス＆シェアに関する取組状況や課題 

 所有より使用の MaaS が進展する。例えば、カーシェア利用の増加、使用に視点

を置いたサービス・ビジネス（配車サービス、無人タクシー、ロボットカーな

ど）が登場している。日本の自動車メーカも、2018 年頃よりサービス化に向け

て連携を強化している。【大学等研究機関】 

 自動車メーカ等と PoC を進めながら産業のニーズを把握している。自動車メー

カ等にイノベーションを尋ねても答えはでないことが多く、モノを実際に作り

マッシュアップする中でニーズが具体化される。【スタートアップ企業】 

 IT・サイバーの領域に軸足を置いて、自動車産業に参入しようとしても上手くい

かないケースが多い。自動車のことを知らなければサービスの提案は受入れら

れない可能性が高い。【スタートアップ企業】 

 スタートアップ企業と大手メーカとの連携においては、大学等研究機関が仲介

に入ることで連携が加速することもあり、大学等の役割も重要と考えている。

【スタートアップ企業】 

 フィールドとなる自治体との連携において、自治体のモチベーション等が低い

地域では実証実験等が進みづらい。特にサービス分野においては、自治体との

連携を強化することが重要と考えている。【スタートアップ企業】 
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(2) オープンイノベーションの推進 

 オープンイノベーションの推進に関する取組状況や課題について表 4-6 に示す。 

 

表 4-6 オープンイノベーションの推進に関する取組状況や課題 

 自動車産業に関して、昨今様々なセミナーや展示会が行われるが、完全なオー

プンな場では、深い連携構築は難しい。セミクローズドな環境が望ましい。【ス

タートアップ企業】 

 自動車メーカ等も従前よりもソフトウェアやサービスを重視している。そのた

め、投資金額や意思決定までのスピード感は増加している。【スタートアップ企

業】 

 自動車メーカ等との連携を成功させるためには、両者のビジネスモデルを十分

に理解する機会を設けることである。IT やソフトウェアのビジネスモデルは多

岐に渡る。【スタートアップ企業】 
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第5章 新たな付加価値の創出に関するサービスやソフトウェア等の整理 

本章では、第 2 章～第 4 章の調査結果を踏まえ、中長期的な視点か ら見た「移動」を巡

る価値の拡がりについて、類型化し、それぞれの領域毎の動向や技術課題等の可視化を行

った（以降、本報告書では、可視化の成果を「マップ」と呼ぶ）。 

 

1. 調査目的 

自動車メーカ等がこれまで培った技術の延長線上にない新分野との融合やスタートア

ップ企業等の参入領域を明らかにすることを目的とする。 

なお、 CASE の中でも、特に C（Connected）、A（Autonomous）、S（Service & Shared）

により生まれる新たな自動車産業の技術的需要を可視化し、スタートアップ企業、大学等

研究機関、異分野企業にとっての参入可能性のある領域等を示す。 

 

2. 調査方針 

(1) マップの考え方 

本調査で作成するマップのポイントは以下のとおり。 

① CASE 等の新たな自動車産業の潮流がもたらす価値の拡がりを表現していること 

② ①を踏まえ新たに生じる、または、拡大する自動車メーカ等のニーズを表現していること 

 ③ さらに、②で表現した各ニーズに対して、スタートアップ企業、大学等研究機関、異

分野企業の参入可能性や需要を表現していること     

 

第 1 のポイントは、CASE 等の新たな自動車産業の潮流がもたらすトレンドを表現する

ことである。CASE 等が、自動車の車両自体から、移動空間やモビリティ（移動形態・サ

ービス）、都市や社会に影響を及ぼす可能性を秘めているという、将来性及び重要性を整理

し、これをマップ作成の出発点とする。 

第 2 のポイントは、CASE の潮流がもたらす影響を自動車メーカ側のニーズとして整理

することである。具体的には、自動車メーカ等のニーズの増加が期待される技術領域と縮

小が期待される技術領域を CASE 別に整理する。なお、この整理段階では、部品レベルで

はなく、より抽象化された機能レベルの技術的なニーズを整理することを想定する。 

第 3 のポイントは、技術的ニーズに対してスタートアップ企業、大学等研究機関、異分

野企業等が如何にして参入しうるかを整理することである。上記で整理した技術領域にお

いて、新規参入を検討しているスタートアップ企業や異分野企業等の参考となるよう既存

のスタートアップ企業、大学等研究機関の取組事例（自動車メーカ、Tier1 企業との連携事

例）を示す。 
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(2) マップの構造 

3 つのポイントを考慮してアップを作成する。これらを 1 つのマップで分かりやすく表

現することは困難であるため、多階層構造で表現することとした。具体的には、以下の階

層程度の構造とした。 

第一階層は、最も上位となる階層であり、テクノロジーの進展により生み出されるモビ

リティサービスがもたらす価値の拡がりを示す。 

第二階層は、上記項目別に、解決したい技術課題や達成したい目標を整理し、取り組み

状況を整理する。 

第三階層はスタートアップ企業、大学等研究機関、異分野企業等の参入事例（連携事例）

を紹介。連携対象の技術の詳細や自動車メーカや Tier1 企業との連携内容について紹介す

る。 

マップのイメージは下図のとおりである。 

 

 

図 5-1 マップのイメージ 

 

3. 調査結果 

 本項では、作成したマップを階層別に紹介する。 

 

(1) モビリティサービスがもたらす価値の拡がり（第一階層） 

 第一階層は、最も上位のモビリティサービスの拡がりの概念を表す階層である。モビリ

ティサービスの価値の拡がりを、自動車から移動空間、そして都市（スマートシティ）へ

と拡がる様子を同心円状で表現している。また、拡がりの方向性を大きく、快適・便利と

安全・安心に大別している。 

 その中で創発される新たな製品やサービス例を吹き出しで表現している。なお、吹き出

しの右上の記号は、CASE との主な対応関係を示したものである。 

1:モビリティサービスがもたらす価値の拡がり 2:技術課題のブレイクダウン 3:参入事例の紹介

企業名 株式会社モルフォ 自動運転／走行環境認識

設立年月 2004年5月 資本金（億円） 17.71 従業員数 ー

連携先企業 株式会社デンソー

概要
株式会社モルフォは、画像処理技術と深層学習を使った画像認識技術に関する技術開発に関して、株式会社デンソーと連携。画像処理技術
においては電子ミラーなどの周辺監視システムをはじめとする先進運転支援に関する技術開発、深層学習においては自動運転に関する基礎的
研究等を推進。

連携の内容や経緯等

【連携の内容】

 モルフォの培ってきた画像処理技術を、デンソーの電子ミラーなどの周辺監視システム
をはじめとする先進運転支援での技術開発へ活かすこと、また、深層学習(Deep 
Learning)を自動運転に関する基礎的研究へ活用する。

 デンソーの株式取得金額は約12億円。モルフォは取得した資金の使途を示しており、
12億円のうち9億5000万円は車載機器向け応用技術の研究開発に投資する。

 具体的には、以下の取組が進められている。
① Deep Learningによる画像認識技術の車載機器への適用に関する基礎的研究

② 画像認識技術をはじめとする各種画像処理技術を応用した、電子ミラー等の車載
機器に関する研究開発・製品化

③ 上記研究開発の成果に基づく製品・サービスのマーケティングにおける連携

【連携の経緯】

 （ヒアリング等で聴取）

連携の成果や今後の課題

 2016年12月には、共同開発
したDNN（ディープニューラル
ネットワーク）による画像認識
技術のアルゴリズムが、高度運
転支援および自動運転技術の
実現に向けた次世代の画像認
識システムに応用されることが発
表された。

 従来は携帯キャリアや携帯電話端末メーカー向けに、画像処理のソリューションを販
売していた同社であったが、現状、売上の10%以上を占めているのは、中国の大手
携帯電話端末メーカーのファーウェイとデンソーの2社となるまで成功。

 AIの分野では良質な「教師データ」が大量に必要であり、大手と組まずに自分たちで
プロダクトを作っていくことは不可能であるため、データを大量に持っている大手との連
携が同社のプロダクトの競争力向上にも繋がっている。

類型 主な要求機能 主な技術課題 連携
CASE

C A S E

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

自動運転

認知
外界認識

走行環境認識（物体検知等） ◎ ○
状況認識（関係性理解）、行動予測 △ ○

ネットワーク利用技術（プローブ情報適用ナビ）、車車間通信（ACC/ISA） ー ○ ○

インフラシステム（ブラインドスポットセンシング、凍結路センシング） ー ○ ○

内界認識
ドライバ検知 ○ ○
乗客認識 ー ○

判断
危険予知・検知 事故リスク予測（他車・歩行者・自転車挙動予測） △ ○

ユーザー意図・状態推定 ドライバ状態推定（覚醒水準、意識レベル、情動レベル） ー ○

制御
制御ユニット＆IF 駆動、制動、操舵、乗員IF(アクセル、ブレーキ等) ー ○

統合制御 マルチECU制御（駆動、制動、操舵等の統合制御等） ー ○

エンタテインメント ・・・ ・・・ ・・・ ー ○

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ー

基盤技術

セキュリティ コモンクライテリア（セキュリティ機能）、脆弱性対策 ・・・ ○ ○ ○ ○

ビッグデータ解析 モビリティビッグデータ解析、オープンデータ ・・・ ○ ○

通信PF OTA、SDN/NFV、IoTプラットフォーム、モバイルアプリケーション、テレマティクス ・・・ ○

・・・ ・・・ ・・・

開発技術

アジャイル アジャイル開発、Scrum・・ ・・・ ○ ○ ○ ○

モデルベース モデルベース開発、シミュレーション検証、テストシナリオデータベース、学習モデル
検証 ・・・ ○ ○ ○ ○

・・・ ・・・

車両移動空間スマートシティ

直面する社会課題

人口減少 少子・高齢化 都市人口増
地方人口減 防災減災 環境

エネルギー ・・・

（見守り・防犯）
・高齢者の見守り
・地域の見守り
・・・

（防災）
・災害時のエネルギー源
・災害時の通信手段
・・・

（交通管制）
・車両管理
・運行管理
・インフラ管理、・・・

（エンタテインメント）
・動画・音楽等エンタメ
・・・

（保険・補償）
・自動車保険
・ロードアシスタント、
緊急通報、・・・

（モビリティサービス（人））
・カーシェア
・デマンド交通
・マルチモーダル、・・・

（自動運転）
・安全運転支援
・高齢ドライバー支援
・自律制御、・・・

（エネルギー）
・エネルギーの効率利用
・・・

（モビリティサービス（物））
・物流マッチング
・ラストマイル配送、・・・

（アフターサービス）
・メンテナンス
・業務オペレーション
・・・

（環境モニタリング）
・気候環境の監視
・化学物質の監視
・・・

消費市場環境の変化
所有から利用
（モノからコト）

価値観の
多様化 ・・・

Connected Autonomous Shared & Service Electric

A

C

C

S

S

S

SC

S

S

S

C
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図 5-2 モビリティサービスがもたらす価値の拡がり 

 

 CASE 等による新たな製品・サービスは、CASE 等の技術的潮流だけでなく、社会課題や

消費市場の変化等の社会からの要求により生まれる可能性がある。本マップでは、こうし

た社会からの要求も合わせて表現している。 

 

(2) 技術課題等の整理（第二階層） 

中期的な技術課題や達成したい目標を整理するとともに、市場の動向や関連する動向を

合わせて紹介する。以降では、図 5-2 の中でも車両、移動空間で想定される製品やサービ

スを中心として整理した技術課題と関連動向を示す。 

 

① 自動運転 

自動運転の実現に向けて必要となるハード・ソフトウェアの技術開発に向けて、通信事

業者、IT 企業、AI 開発企業、半導体事業者、地図事業者、スタートアップ企業、研究機関

等の取組も目立つ。それらプレイヤー同士の連携も活発に行われている。 

自動運転に関する技術領域については、外界認識における「走行環境認識（物体検知等）」

及び内界認識における「ドライバー検知」など、主に認知に関する機能を実現するための

技術やシステム開発において、自動車産業とスタートアップ企業の連携が進んでいる状況

にある。一方、判断や制御においては、自動車メーカや Tier1 等が技術・ノウハウなどの強

みを持ち、開発を進めている状況。そのため、異分野やスタートアップ企業の参入障壁は、
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認知の領域と比較して高く、参入領域も限定される。整理結果を表 5-1 に示す。 

 

表 5-1 自動運転の主な技術課題とスタートアップ企業等との連携実績 12 

 

 

 以降は、特に連携実績が豊富な領域である走行環境認識と内界認識に関する市場等の動

向を示す。 

 

1) 走行環境認識 

走行環境認識に関する技術は、以下のとおり車外の物体の状態や性質、物理現象に関す

る情報を計測する技術であるセンシングと、計測した情報をもとに車外の状況を認識する

分析処理技術（物体検知等）に大別される。 

 

【外界のセンシング】 

 自動車における外界のセンシングには、主にレーザー/LiDAR、超音波、カメラ、レ

ーダが利用される。自動運転の市場化が進むにつれて、それぞれのセンサを搭載し

た車両が普及し、市場規模は増加すると予測されている。 

 一方、センシングに関する自動車メーカ等と国内スタートアップ企業の連携事例は

見られず、現時点では日本のスタートアップ企業の参入は十分に進んでいないと考

えられる。 

 市場規模は自動運転の進展に合わせて急増する見込みである。 

   

 レーザー／LiDAR については、光を利用したセンシング技術の一つ。主に地質学や地震

工学等、物理現象を把握するために用いられてきた。自動車向けの市場は、黎明期であり、

                                                        
12 スタートアップ企業との連携実勢は、本調査委において収集したスタートアップ企業等と大手企業の連携事例数に

応じて評価を行っている。5 件以上の連携が見られたものを◎、3～5 件の連携が見られたものを○、1～2 件の連

携が見られたものを△としている。 

主な要求機能／システム 主な技術課題 スタートアップ企業等
との連携実績

CASE
C A S E

認知
外界認識

走行環境認識（物体検知等） ◎ ○
状況認識（関係性理解）、行動予測 △ ○

ネットワーク利用技術（プローブ情報適用ナビ）、車車間通信（ACC/ISA） ー ○ ○

インフラシステム（ブラインドスポットセンシング、凍結路センシング） ー ○ ○

内界認識
ドライバ検知 ○ ○
乗客認識 ー ○

判断
危険予知・検知 事故リスク予測（他車・歩行者・自転車挙動予測） △ ○

ユーザー意図・状態推定 ドライバ状態推定（覚醒水準、意識レベル、情動レベル） ー ○

制御
制御ユニット＆IF 駆動、制動、操舵、乗員IF(アクセル、ブレーキ等) ー ○

統合制御 マルチECU制御（駆動、制動、操舵等の統合制御等） ー ○
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米国（ベロダイン等）や中国が先行している状況にある。また、ベロダイン製の LiDAR は

高価であること、中国製品は廉価であるものの信頼性に課題がある、等の理由から自動車

メーカ等からは日本製品の登場を期待されている。例えば、GM は 2017 年に低コストの

LiDAR を開発するスタートアップ企業 Strobe（米国）を買収している。将来的には劇的に

拡大する市場（2030 年に 2017 年の約 200 倍の規模に伸長 13）であり、参入余地があると

期待される。 

超音波については、従来の先進運転システムにおいても利用されている技術であり、サ

プライヤーは比較的確立されているとの声もある。革新的技術等を開発することで参入す

る可能性はある一方で、市場規模やその拡大も限定的と思料される。 

 カメラについては、日本の光学技術が採用されるなど、強みを有する領域ではあり、今

後の市場発展も期待できる領域である。 

 レーダ市場では欧米が先行しているとの声もあるが、2025 年には 2007 年の 4 倍の市場

に拡大し、市場参入も期待できる領域と考えられる。 

また、センシングに関する特許出願状況を見ると、2006 年～2013 年にかけて特許出願状

況を増加傾向にあり、2013 年には 2007 年と比較して、いずれのセンサ技術も 2 倍前後に

増加するなど市場化を見据えた技術開発が進められ、市場化のニーズが高まっている。 

外界のセンシングに関する特許出願状況を見ると、超音波センサを除くセンサ技術にお

いて日本国籍の出願件数が最も多くなっており、センシング領域を競争領域として日本の

自動車メーカや Tier1 企業が積極的な技術開発を進めていると想定される。 

 

 

図 5-3 センシング技術に関わる特許出願数の推移（左）、センシング技術に関わる国別の特

許出願数（右） 

（出所）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書 自動車予防安全技術」 

 

                                                        
13 矢野経済研究所プレスリリース「ADAS/自動運転用センサの世界市場規模は 2030 年に 3 兆円を突破」 
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また、得られた情報を活用して、車両の位置情報を特定・推定したり、車外の障害物や

歩行者等を検知する際に、人工知能等の分析技術が重要になる。 

自動車メーカ等とスタートアップ企業の連携事例の多くが、当該分野の取り組みであり、

異業種やスタートアップ企業の持つ高い技術力を求めて自動車メーカ等は積極的な連携

を進めている。例えば、モルフォは、画像処理技術と深層学習を使った画像認識技術に関

する技術開発に関して、株式会社デンソーと連携を進めている。画像処理技術においては

電子ミラーなどの周辺監視システムをはじめとする先進運転支援に関する技術開発、深層

学習においては自動運転に関する基礎的研究等を推進している。 

一方、画像の認識など人工知能技術については、グローバルに研究開発が進み、熾烈な

競争環境となっている。特に、中国等企業においては、人工知能に関するコンテスト等で

高い成果を挙げるなど、技術革新を進めている状況にある。日本の企業においても、高い

技術力を求め、中国の先進企業と連携を行う事例も見られる状況にある。例えば、ホンダ

は、Deep Learning を用いた画像認識を専門とし、物体検知のコンテストの複数部門で 1 位

を獲得するなど高い技術力を持つ中国のスタートアップ企業 SenseTime と連携を発表。 

本田技術研究所（ホンダの研究開発子会社）は、SenseTime がもつ「移動体認識技術」と

ホンダが有する「シーン理解」、「リスク予測」、「行動計画」などの AI アルゴリズムを融合

することで、複雑な交通状況の市街地でも走行を可能にする、より高度な自動運転技術の

開発を目指す計画としている。 

 

2) 内界認識 

自動運転の高度化に伴い、従来人間が認知・操作・判断していたものを、自動運転シス

テムが代替することになる。究極的には、自動運転が自動車の走行に関する全ての動作を

担う完全自動運転に至るとされるが、その中間の人間とシステムが共存する段階において

は、人間とシステム間の情報のやり取りが重要になる。 

そのため、自動車のドライバーや同乗者の状態をモニタリングし、正常に運転が可能か

どうか等を認知する必要があり、車内環境（内界）の認識を行うためのドライバーモニタ

リングシステムの開発が進められている。 

車内の近赤外線カメラやステアリング操舵を検知する操舵角センサなどを用いて、ドラ

イバー等の状態を検知するドライバーモニタリングシステムの普及が進むと予測されて

いる。自動運転の高度化や普及促進が同システムの市場拡大を牽引すると期待され、世界

のドライバーモニタリングシステムの市場は、2025 年には 1,014 億円（2016 年比 約 6.1

倍）に達すると予測されている 14。 

スタートアップ企業との連携も進みつつある。アイシン精機は Idein と連携してドライ

バーモニターシステムなどの画像認識系の製品開発を進めている。Idein は、処理性能が高

                                                        
14 富士キメラ総研プレスリリース「車載電装システムの世界市場を調査」（2018 年 3 月） 
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くないエッジデバイスでディープラーニングを使った画像認識などを実用化する技術を

開発する日本のスタートアップ企業である。2018 年 2 月に深層学習技術を組み込んだ製品

開発において、アイシン精機との間に資本・業務提携契約を締結。これにより、Idein は経

営基盤の強化を図ると共に、自動車に関わる領域にも事業について、展開を進めると発表

している。また、アイルランドのスタートアップ企業である FotoNation は、デンソーの商

用車向け先進安全製品「ドライバーステータスモニター」の性能向上のために、顔画像処

理とニューラルネット技術を提供すると発表している。FotoNation は、イメージング・ソ

リューション技術を保有し、携帯、カメラ、ドローン等に使用され、スマホ向けのシェア

は約 25%に達すると発表している。 

 

② エンタテインメント 

自動車のコネクテッド化が進むことで、自動車を単なる移動手段だけではなく情報端末

として利用するニーズも現れている。 

従前も自動車にはカーナビゲーション等の車載器を通じて、ナビゲーションや音楽の再

生等の機能が提供されてきた。これらの技術は、車載インフォテインメント（Information

と Entertainment を組み合わせた造語）と呼ばれ、車載器の開発は自動車／機器メーカの主

導により進められていた。 

2014 年 3 月に米アップルから「CarPlay」、同年 6 月に米グーグルから「Android Auto」と

呼ばれる、スマートフォン OS をベースとした車載 OS が発表されたことを機に、スマー

トデバイスと自動車との連携を深めたインフォテインメントに注目が集まっている。また、

車内から車外のスマートデバイス（例えば家電等）を操作したり、車外の様々なコンテン

ツを車内で利用できるようにするなど、車内のエンタテインメント性を高める機能のニー

ズが高まっている。一方で、これらの領域における自動車メーカ等とスタートアップ企業

等の連携は、海外で先行している状況にある。 

車載向けのエンタテインメントの領域は、エンタテインメントを提供する情報サービス

の領域と、情報を伝達したり、操作したりするためのユーザインターフェイス（HMI）が

注目されている。情報サービスの領域では、従来のナビゲーションやラジオ等から、ゲー

ム、情報探索（天気やニュース）、SNS 等のコミュニケーションに拡がり、最近では、自動

車に乗りながら買物ができたり、映画を見る等の用途が想定され、研究開発が進められて

いる。 
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表 5-2 エンタテインメントに関する主な技術課題とスタートアップ企業等との連携実績 

 
 

1) 情報サービス 

エンタテインメントは、車外と車内を繋ぐユーザインタフェース（車載器等）とサービ

スやコンテンツの提供（情報サービス）が注目されている。 

市場規模を見ると、コネクテッド技術に関する市場は 2017 年に約 138 億ドル（約 1.5 兆

円）規模であり、2023 年には約 2 倍の規模に達する見込みである。一方、情報サービスに

関する市場を見ると、2017 年の市場規模は約 2 億ドル（約 209 億円）規模であるが、2023

年には約 6 倍の規模に達する見込み。 

 前述のとおりエンタテインメントの国内メーカの連携事例は限定的である。例えば、フ

ォードは 2013 年に米国の小規模ソフトウェア開発企業を買収し、車載コネクテッド向け

のプラットフォーム開発を推進している。また、トヨタ自動車も Livio が開発したスマー

トデバイスリンクの開発に参画するとともに、自社のコネクテッドプラットフォームとし

てスマートデバイスリンクを採用するなどグローバルで連携が進んでいる。 

 また、米国ラスベガスにおいて開催された CES2019 において、20 自動運転をはじめ、

CASE 等に関する様々な技術が展示されたが、情報サービスの領域においても、従来の車

載器や車載コネクテッドのためのプラットフォームのほか、異業種との連携したコンテン

ツ提供の将来像が示されように注目される領域である。 

 

 Intel： 

ワーナー・ブラザースとの協業により、自動運転車向けの没入型車載エンタテイメ

ントシステムを展示。後部座席の正面と左右 270 度にスクリーンを設け、視界を覆

うような映像体験を提供。 

 デンソー：  

MaaS 時代のサービスイメージとして、ビジネス、トラベル、デイリーの 3 つのシー

ンを転じ。トラベルでは、旅行中に自動車からの様々な提案が行われるほか、デイ

リーでは買物や映画などの新たなサービスが示された。 

 

主な要求機能／システム 主な技術課題 スタートアップ企業等
との連携実績

CASE
C A S E

コンテンツ開発・提供 車載器向けのコンテンツ開発や提供 ー ○ ○

ドライバーへの情報発信
情報の出力（ヘッドユニット、リアシートインフォテインメント、スピーカー、等） ー ○
HMI（音声認識、動作認識、タッチパネル、3Dグラフィクス、AR/VR、音声読
上、等） ー ○

アプリケーション管理 外部アプリケーション・ソフトウェアの統合・管理、システム連携、コンテンツ管理 △ ○

ユーザー管理 複数のユーザーの認識・管理、個人データの保護 ー ○

ネットワーク ネットワーク技術とプロトコル（CAN、Flexray、USB、Wifi、NFC、AVB等）、
ネットワーク管理 ー ○

インテリア 自動運転や自動運転サービス時代の次世代インテリア ー ○ ○ ○
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2) ユーザーインターフェイス 

 エンタテインメントを支える技術として、情報サービスを運転手や搭乗者に伝達したり、

運転手等からの操作を受け付けるインターフェースの研究開発が進められている。当該分

野では、国内におけるスタートアップ企業等との連携事例は見られないものの、海外では

スタートアップ企業への投資や連携が進んでいる状況にある。特に、AR/VR などのディス

プレイ技術や音声認識などの AI 技術の領域での連携が見られる。 

 例えば、ホログラフを用いた拡張現実技術（AR）とヘッドアップ・ディスプレイに使わ

れるハードウェアを開発する WayRay は、ポルシェが主導するシリーズ C 投資として 800

万ドル（約 9 億円）の資金を調達している（この投資には、現代自動車、アリババグルー

プ、JVC ケンウッド等も関与）。この資金調達をもとに 2020 年を目処に自動車メーカにデ

ィスプレイ技術を自動車メーカ供給する計画としている。 

 また、ES2019 では、電子ミラーやヘッドアップ・ディスプレイに関する展示が行われた

ほか、AR/VR 機能の提案が盛んに行われた。 

 Holoride： 

Audi 発のスタートアップ企業である Holoride は、VR を車載し、エンタテイメントを

提供することで乗り物酔いを防止するためのデモンストレーションを実施した。VR

コンテンツと自動車の動きを同期することで、車酔いを抑制することができる。 

 ベンツ： 

対話型インフォテイメントシステム「MBUX（メルセデスユーザーエクスペリエン

ス）」を発表。大型のディスプレイに加え、自然対話のための音声認識機能を備え

たボイスコントロールなどを搭載。人工知能による学習機能で特定のユーザに個別

に対応することを可能にする。クラウドと車載コンピュータの両方で音声認識して

いることから「インターネットに接続できない状況でもボイスコントロールを使う

ことができる」 

 

③ 交通管制 

現在、道路を走行している車両から位置や速度に関する情報（プローブ情報）を取得す

ることで、リアルタイムに交通状況を把握することが可能になりつつある。また、道路イ

ンフラ側には車両感知器や ITS スポットが設置され、通行する車両の情報をインフラ側で

も取得する環境が整いつつある。こうした情報を活用し、カーナビゲーションやカーナビ

ゲーションアプリを通じて、距離や時間に応じた最適なルートを推奨するサービスや貨物

配送の動態管理、高速道路等における渋滞や事故のモニタリング等も行われている。 

今後は、プローブ情報などのリアルタイムな交通状況の活用に加え、中長期の行動予測

（交通状況の予測）などによるダイナミックな最適ルートの提案サービスや、自動運転車

両が普及した際の最適な交通流を実現する高度な交通管制の実現、車両に搭載されたセン

サを通じたなど走行時の振動や画像からの路面の状態把握などが期待される。 
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表 5-3 交通管制の主な技術課題とスタートアップ企業等との連携実績 

 
 

交通管制は、前述のとおり、自動車を含めた交通関係のビッグデータを用いて交通流の

最適化や輸配送の効率化を進めるためのシステムである。これらの技術の適応先は自動車

だけでなく、例えば、下記に示す渋滞防止を目的とした道路課金システムなどの交通イン

フラにまで拡がるため、自動車業界以外も含めた域外企業の参入余地は今後拡大すること

が期待される。 

例えば、シンガポールでは、市街地や特定の混雑区域への車両の流入を抑制するため、

その区域への流入地点で道路の通行料金を徴収する電子道路賦課金制度を導入している。

シンガポールでは、更なる渋滞の緩和と交通流の最適化に向けて次世代型電子式道路課金

システムの導入が進行おり、三菱重工が同国のシステム統合サービスである NCS Pte. Ltd.

と共同で当該案件を受注している。 

 

④ モビリティサービス 

欧米のほかアジア地域において、カーシェアやライドシェアといったヒトの移動や貨物

運搬シェアといったモノの移動に関するサービス事業のほか、宅配・輸送・物流や飲食等

のサービスとも関連した移動サービスが活発化している。 

こうしたモビリティサービスは、大きく人を運ぶ機能、とモノを運ぶ機能に大別され、

BtoC、BtoB など幅広い事業形態で利用が進むと期待されている。 

また、日本においても、民間企業におけるモビリティサービスの検討は近年進みつつあ

り、JR 東日本や小田急電鉄などの鉄道業界、トヨタ自動車などの自動車業界などを中心と

して、ライドシェアリングサービス提供企業との連携・出資が行われるなど取組が活発化

している。 

一方、モビリティサービス自体は、必ずしも自動車産業等と連携をする必要はなく、Uber

のように一社でサービスが完結するサービスも多く見られる。そのため、当該分野では、

スタートアップ企業等自らがサービスを開発し、消費者等のユーザ向けに提供するビジネ

スにも期待される。 

 

 

主な要求機能／システム 主な技術課題 スタートアップ企業等
との連携実績

CASE

C A S E

走行管理 走行ルート探索、配車計画、労務管理、等 △ ○ ○

インフラ管理 車両位置把握・追跡、交通状況予測、事故情報管理、交通流制御計画、
路面状況検知、等 ー ○ ○

車両管理 故障分析、ソフトウェアのアップデート（OTA）、等 ー ○ ○
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表 5-4 モビリティサービスの主なサービス類型／技術課題とスタートアップ企業との連携実績 

 

 

モビリティサービスは、対象とする移動手段（自動車だけでなく、自転車やドローンな

ど）も多岐にわたり、多様なサービスが提供される。自動車メーカ等もこれらのサービス

への事業拡大や事業転換を見据え、様々なプレイヤーとの連携を進めている。 

  

表 5-5 自動車メーカ等によるモビリティサービスの連携事例 

企業名 取組概要 

トヨタ自動車 ▪ ソフトバンクと提携し、モビリティサービス事業会社「MONET 

Technologies」を設立 

▪ あいおいニッセイ同和損害保険とともに、東南アジアで配車サ

ービスを展開する Grab と協業し、配車サービス領域で協業 

▪ モビリティサービス用車両「e-Palette」を開発し、提携事業者に

システムとあわせて提供 

▪ 西日本鉄道と提携してマルチモーダル検索「my route」の実証実

験を実施 

本田技研工業 ▪ GM と提携し、ライドシェアリング向けの自動運転車両を開発 

▪ Grab と、二輪シェアリング領域の事業拡大を目的に協業 

日産自動車 ▪ DeNA と自動運転タクシー「Easy Ride」の実証実験を実施 

▪ モバイル交通プラットフォームを手がける滴滴出行と、中国内

での EV を活用した新たなカーシェアリングプログラムに関する

将来的な協業を発表 

▪ 北米のマルチモーダル交通アプリ企業「Transit」に投資 

▪ Alphabet（Google）の関連会社 Waymo との提携に向けた協議に

入ったと報道 

主な要求機能／システム 主な技術課題 スタートップ企業等
との連携実績

CASE
C A S E

人

シェアリング
移動に関する需要と移動手段のマッチング（最適化）
【サービス例】ラウンドトリップ型、ワンウェイ型（ステーション、フリーフ
ロート）、C2Cシェアリング、等

△ ○

デマンド交通
移動に関する需要と移動手段のマッチング（最適化）
【サービス例】定路線型、マイクロトランジット型、自由経路（タクシー
配車、相乗りタクシー、ライドヘイリング、カープーリング）、等

△ ○ ○

マルチモーダル 複数の交通モーダルを横断した検索、予約、決済 ー ○ ○

モノ
物流マッチング 荷主と物流の担い手のマッチング（最適化） ー ○
ファースト・ラストマイル配送 無人・有人配送、配達の効率化（再配達防止等） △ ○
貨客混載 車両情報の把握、荷主と車両のマッチング（最適化） ー
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公共交通の代表的な移動手段である鉄道事業者においても、モビリティサービスの提供

に向けた取り組みは幅広く行われている。公共交通事業者各社は、経営計画等において、

他社に先駆けモビリティサービスのプラットフォーム構築を進める計画を続々発表して

いる状況にある。 

特に、鉄道事業者における取り組みの多くは、出発地と目的地間での交通手段の異なる

（マルチモーダルな）輸送手段を統合することを目的としており、マルチモーダルな経路

検索、予約、決済を統合的に行うためのプラットフォームの構築を模索している。 

移動先の目的地に関する情報や施設との連携を進める動きも見られる。特に、移動サー

ビスとの親和性の高い、宿泊や商業・環境施設などのサービスとの連携などが進められて

いる。 

表 5-6 公共交通事業者におけるモビリティサービスへの取組事例 

企業名 連携先 取組概要 

JR 東日本 

日立製作所 

NTT／NTT データ 

先進モビリティ 

オープンイノベーションによりモビリティ変革を果たす場とし

て「モビリティ変革コンソーシアム」を設立し、多様なプレイヤ

ーを巻き込み検討を進めている。事業者との連携も積極的であ

る。日立製作所と連携した MaaS プラットフォーム「Ringo Pass」

の十章等に取り組む。 

小田急電鉄 
江ノ島電鉄、 

SB ドライブ 

2018 年からの 3 カ年の中期経営計画の中に、国内鉄道事業者と

しては初めて、MaaS の取組を盛り込んだ。グループのバス事業

やタクシー事業等と鉄道事業を連携し、運行情報の取得や経路

案内、予約・決済までを一括で完了できる仕組みの構築を目指

している。駅からの 2 次交通として自動運転バスの実証実験を

推進。 

西日本鉄道 

トヨタ自動車、 

メルカリ、 

福岡市等 

交通および店舗・イベント情報のサービサー8 社と協力し、2018

年 11 月 1 日よりスマートフォン向けマルチモーダルモビリティ

サービスを実施。 

東急電鉄 
東京都市大学、 

未来シェア 

東京都市大学、未来シェアと連携し、郊外住宅地の維持・発展を

目的に、さまざまなモビリティサービスを組み合わせる「郊外

型 MaaS 実証実験」を実施。 

JR 東日本、 

東急電鉄 
楽天 

JR 東日本、東急鉄道、楽天の 3 社により伊豆エリアにおける「観

光型 MaaS」構想実現に向けた実証実験の実施を計画。 

JR 北海道 WILLER 
WILLER と JR 北海道等が連携し、観光型 MaaS の実証実験等を

実施。 
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⑤ 保険・補償、アフターサービス 

モビリティサービスの進展（例えばシェアリングの利用拡大）により、1 台あたりの車

両の稼働率が高まり、車両の日常的試用による摩耗や損傷も増加すると予想される。一方

で、シェアリングの利用拡大等による所有の減少により、普及台数は減少する可能性も想

定される。 

モビリティサービス時代には、車両を個人ではなく事業者（オペレーター）運行する形

態に移行し、個人以上に高い（価格等）交渉力を持つことで、アフターサービスや保険事

業の利益率の低下も危惧される。 

また、自動運転技術の進展により、車両事故が減少し、保険事業や・アフターサービス

事業を構造的に変化させる可能性も秘めている。 

 

表 5-7 保険・補償、アフターサービスに関する技術課題とスタートアップ企業との連携実績 

 

 

前述のとおり、モビリティサービスの進展による自動車の利用形態の変化、自動運転に

よる事故率減少等の影響が、既存の保険・補償、アフターサービスの領域には影響する。

マッキンゼーによると、アフターサービスの売上は 2030 年に向けて 2016 年比約 1.7 倍に

拡大する見込みであり、成長産業であるとしている。 

一方、自動車産業の市場の成長の中で、アフターサービスや保険が業界全体の利益に占

める割合は、それぞれ 41%→26%、13%→8%と 4 割減になる可能性があると指摘されてい

る。自動運転時代の補償のあり方として、発生した事故がシステムに起因するかどうかを

分析することが重要とされている。そのため、事故前後のシステムの動作等の情報を保存

するイベントデータレコーダー（EDR）やそのデータを蓄積・分析する市場は拡大する見

込みである。 

一部先行する企業等においては、CASE 等の時代も見据え、遠隔での故障予知診断のサ

ービス化が進められている。今後、制度整備が進むことが期待される領域であり、例えば

従来の車検を遠隔から実施できるようにすることで、検査コストの低下や異分野等からの

新規参入も期待できる。また、こうしたデータの取得・蓄積・保護については、ルールが

主な要求機能／
システム 主な技術課題 スタートアップ企業等

との連携実績

CASE

C A S E

自動車保険 事故リスク分析、運転性向の把握・診断、事故前後情報の保存・管理、
等 △ ○

緊急通報 車両状態推定、ドライバ状態推定（覚醒水準、意識レベル、情動レベ
ル） ー ○

ロードアシスタント 車両状態推定、ドライバ状態推定、事故前後情報の保存・管理、等 ー ○

メンテナンス 自動車部品等の損傷状況の把握、
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整備されておらず、将来的に、データを共有・連携するサービス、セキュリティ対策、通

信サービス等のニーズも拡大する可能性がある。 

例えば、Bosch は、未来の輸送像として、Accident-free（交通事故のない）、Stress-free（ス

トレスのない）、Emissions-free（排出ガスのない）を掲げている。コネクテッド技術により、

トラックドライバーと物流管理担当者の負担を軽減するためのソリューションとして、遠

隔での故障予知診断を可能とする技術である。故障の回数を抑制し、稼働率を高めること

を目的とするもので、クラウドにリアルタイムで蓄積される車両のコンポーネントやシス

テムの状態に基づき、早期に不具合を予測し、解決することが期待されている。現在は実

証中であり、予期せぬ故障を最大で 80%削減できるサービスとして 2019 年より展開予定

とされている。 

我が国でも、自動車メーカ等が提供する車載器を活用したアフターサービスに加え、後

付けの車載機器を用いたサービスの提供分野でスタートアップ企業等が参入を進めてい

る。多くのサービスが自動車の故障診断機 OBDⅡを用いるものである。2024 年以降の新

型車の車検に OBD を導入する計画であり、故障予知等の診断から車検への活用など更に

活用領域の拡がりが期待される。 

 

⑥ 基盤技術・開発技術 

CASE や MaaS に関する取組の基盤となる技術や開発を進める上で必要な技術について、

自動車メーカ等から異業種やスタートアップ企業等に期待が集まっている。 

特に、セキュリティやビッグデータ解析等の技術やモデルベース開発などの IT 業界が

蓄積してきた技術の応用が期待されている。一方で、当該分野における連携は、欧米ほど

進んでおらず限定的である。 

 

表 5-8 基盤技術・開発技術に関する主な課題とスタートアップ企業等との連携実績 

 
 

類型 主な要求機能／システム 主な技術課題 スタートアップ企業
等との連携実績

CASE
C A S E

基盤技術

セキュリティ コモンクライテリア（セキュリティ機能）、脆弱性対策、等 △ ○ ○ ○ ○
ビッグデータ解析 モビリティビッグデータ解析、オープンデータ、等 △ ○ ○

通信プラットフォーム OTA、SDN/NFV、IoTプラットフォーム、モバイルアプリケー
ション、テレマティクス、等 ー ○

車載プラットフォーム AUTOSAR、オペレーションシステム、等 △ ○ ○ ○ ○

通信・ストレージ 有線・無線通信、5G、放送、インターネットプロトコル、メ
ディア、ファイルシステム、DB等 ー

開発技術

アジャイル アジャイル開発、Scrum、等 ー ○ ○ ○ ○

モデルベース モデルベース開発、シミュレーション検証、テストシナリオデー
タベース、学習モデル検証 △ ○ ○ ○ ○

システムズエンジニアリング 統合アーキテクチャ設計、SysML、システム思考、等 ー ○ ○
セキュリティ評価基準 コモンクライテリア、脆弱性表化、等 ー ○ ○ ○
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第6章 セミナー等の開催 

CASE 等の新たな潮流にかかる自動車メーカ等のニーズ、「移動（mobility）」を巡る価値

の拡がりや将来的な方向性を把握し、自動車メーカ等との新たな連携による付加価値の創

出に向けた取組を促進するため、本調査内容の報告等を行うセミナーを開催した。 

 

1. 開催したセミナーの内容 

(1) 開催目的 

自動車業界は、CASE（Connected、Autonomous、Service & Shared、Electric）や MaaS（移

動のサービス化）の潮流により、「100 年に 1 度」の変革期を迎えており、異業種も含めた

競争がグローバルに進んでいる。これらの分野において競争力を高めるためには、業界を

超えたオープンイノベーションやアライアンスは欠かせない状況にある。 

多様なプレイヤーにモビリティの変革の可能性を実感していただくとともに、事業展開

に向けた一歩を踏み出すきっかけとしていただくために、モビリティサービスの最新動向、

異業種やスタートアップ企業等とのオープンイノベーション等に関する取り組みを紹介

するためにセミナーを開催した。 

 

(2) 開催概要 

前項の開催目的を踏まえ、今回は表 6-1 のようなセミナーを実施した。 

 

表 6-1 セミナーの概要 

イベント名称 
次世代モビリティサービスの最前線と将来展望 
～オープンイノベーションによるモビリティの変革～ 

主催 経済産業省 関東経済産業局（地域経済部 先端産業支援課） 

開催日時 平成 31 年 3 月 14 日（木）（15:00 開場） 

開催場所 3×3Lab Future 

定員 100 名 

対象 
モビリティサービスに関心のある中小・スタートアップ企業、モ

ビリティサービスに取り組む企業や研究機関、地域での導入を検

討する自治体ほか 
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セミナーのプログラムは表 6-2 のとおり。 

表 6-2 セミナープログラム 

15 時 00 分～ 

15 時 10 分 

主催者挨拶 

経済産業省 関東経済産業局 地域経済部長 北廣 雅之 氏 

15 時 10 分～ 

15 時 50 分 

基調講演 

モビリティサービスを取り巻く産官学の動向 

東京大学生産技術研究所 次世代モビリティ研究センター 教授 

モビリティ・イノベーション連携研究機構長（UTmobI） 

須田 義大 氏 

15 時 50 分～ 

16 時 10 分 

調査報告 

新たなモビリティサービスによる価値の拡がりと異分野連携の実態  

みずほ情報総研株式会社 経営・IT コンサルティング部 

16 時 10 分～ 

16 時 20 分 
休憩 

16 時 20 分～ 

16 時 40 分 

取組事例紹介（1） 

デンソーが目指す次世代モビリティ ―イノベーションで持続的発展につ

なげる― 

株式会社デンソー エグゼクティブフェロー 兼 広島大学客員教授 

中川 雅人 氏 

16 時 40 分～ 

17 時 00 分 

取組事例紹介（2） 

モビリティ革命に向けた WILLER の取組み 

WILLER 株式会社 代表取締役 村瀨 茂高 氏 

17 時 00 分～ 

17 時 20 分 

取組事例紹介（3） 

IoT×AI による移動予測と交通 ―次世代モビリティに向けたドコモの取り

組み― 

株式会社 NTT ドコモ 法人ビジネス本部 IoT ビジネス部 

先進ビジネス推進担当部長 那須 和徳 氏 

17 時 20 分～ 

17 時 40 分 

経済産業省による取組紹介 

新しいモビリティサービス活性化に向けた今後の取組の方向性 

経済産業省 関東経済産業局 

17 時 40 分 閉会 

17 時 40 分～ 

18 時 00 分 
参加者名刺交換会 
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「基調講演」では、「モビリティサービスを取り巻く産官学の動向」と題して、東京大学

生産技術研究所 次世代モビリティ研究センター 教授 モビリティ・イノベーション連携

研究機構長（UTmobI） 須田 義大 氏より講演いただいた。 

その後、みずほ情報総研より、本事業の調査報告として「新たなモビリティサービスに

よる価値の拡がりと異分野連携の実態」と題した報告が行われた。 

休憩の後、モビリティサービスに取り組む企業より取組事例の報告を頂いた。取組事例

①として、株式会社デンソー エグゼクティブフェロー 兼 広島大学客員教授 中川 雅人 

氏より、「デンソーが目指す次世代モビリティ ―イノベーションで持続的発展につなげる

―」と題した講演をいただいた。その後、取組事例②として、WILLER 株式会社 代表取締

役 村瀨 茂高 氏より「モビリティ革命に向けた WILLER の取組み」と題した講演をいた

だいた。さらに、取組事例③として、株式会社 NTT ドコモ 法人ビジネス本部 IoT ビジネ

ス部 先進ビジネス推進担当部長 那須 和徳 氏より「IoT×AI による移動予測と交通 ―次

世代モビリティに向けたドコモの取り組み―」と題した講演をいただいた。 

その後、経済産業省 地域経済部 先端産業支援課長 濱田 豊 氏より「新しいモビリティ

サービス活性化に向けた今後の取組の方向性」と題して、経済産業省の取組紹介が行われ

た。 

 

 

図 6-1 セミナー会場の様子 
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(3) 開催記録 

上記のセミナーの実施記録の概要を以下に示す。本セミナーには、幅広い産業から 112

名 15の参加をいただいた。 

 

① 基調講演：須田 義大 氏「モビリティサービスを取り巻く産官学の動向」 

須田 義大 氏の「モビリティサービスを取り巻く

産官学の動向」と題した講演では、MaaS と呼ばれる

コンセプト登場の背景や国内外における MaaS の動

向について解説がなされたほか、CASE と呼ばれる

潮流に関する自動車産業や交通事業者を始めとし

た産業界との関わり、官庁や自治体等の最新の政策

動向などが解説された。さらに、自動車メーカ、公

共交通事業者、サービス事業者、IT 事業者の抱える

課題とその解決を支える学の役割について説明さ

れるなど、モビリティを取り巻くイノベーションの

現状と今後の方向性について参考となる講演がな

された。  

図 6-2 須田 義大 氏の講演 

 

② 事例紹介１：中川 雅人 氏「デンソーが目指す次世代モビリティ ―イノベーションで 

                          持続的発展につなげる―」 

株式会社デンソー 中川 雅人 氏の「デンソーが

目指す次世代モビリティ ―イノベーションで                         

持続的発展につなげる―」と題した講演では、デ

ンソーが目指す次世代モビリティの姿や未来社会

に必要な自動運転技術と取組事例について紹介が

行われた。また、講演では非連続的イノベーショ

ンを起こすためのアプローチや開発流儀など示唆

に富む講演がなされた。 

 

図 6-3 中川 雅人 氏の講演 

 

                                                        
15 講演者、随行者、報道機関を含む。 
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③ 事例紹介２：村瀨 茂高 氏「モビリティ革命に向けた WILLER の取組み」 

WILLER 株式会社 村瀨 茂高 氏の「モビリティ

革命に向けた WILLER の取組み」と題した講演で

は、高速ツアーバスの運行を始め、全国 100 都市

を結ぶ高速バスネットワークを構築する WILLER

の目指す MaaS のビジョンや MaaS モデルの紹介が

行われた。加えて、最初からグローバルを視野に

入れて MaaS を開発するアプローチなど先駆的な

サービス開発を進める WILLER ならではの取り組

みに関する講演がなされた。 

 

図 6-4 村瀨 茂高 氏の講演 

 

④ 事例紹介３：那須 和徳 氏「IoT×AI による移動予測と交通 ―次世代モビリティに 

                         向けたドコモの取り組み―」 

株式会社 NTT ドコモ 那須 和徳 氏の「IoT×AI

による移動予測と交通 ―次世代モビリティに向け

たドコモの取り組み―」と題した講演では、ラス

ト／ファーストワンマイル（二次交通）に生じて

いる深刻な課題を解決するための MaaS の取り組み

に関する紹介が行われた。加えて、今後の MaaS 発

展に向けた多業種システムとの連携のアプローチ

の必要性にについて発信いただいた。 

 

図 6-5 那須 和徳 氏の講演 

 

 

2. アンケート調査結果 

2.1 調査方法 

今回のセミナーでは、聴講者に対して、アンケートを実施し、セミナーの有効性等や今

後の事業展開に向けた課題等を検証した。 

アンケート調査票は次頁のとおり。 
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2.2 調査結果 

聴講者向けアンケートの結果を以下に示す。 

 

2.2.1 聴講者向けアンケート結果 

聴講者向けアンケートは、表 6-3 のとおり実施した。セミナー終了後にアンケート回答

時間を設け、聴講者に紙での回答を依頼した。 

表 6-3 聴講者アンケート調査の概要 

対象者 セミナーの聴講者 

実施日 セミナー開催終了後（3/14） 

調査方法 セミナー会場での紙面によるアンケート 

回答者数 計 78 名 

 

(1) 回答者属性 

① 聴講者の所属 

 今回のセミナーの参加者の所属する企業の業種を見ると、図 6-6 のとおり自動車関連企

業（うち部品メーカ 20.8%、自動車メーカ 11.7%）、情報通信関連企業（22.1%）が多く、そ

のほか、交通サービス事業者、運輸サービス事業者、金融機関等幅広い業種から参加いた

だいた。 

 

図 6-6 聴講者の業種 

 

また、聴講者が所属する会社の規模を尋ねたところ、図 6-7 のとおり、大企業からの参

加が 64.4%と最も多く、次いで 34.2%の中小企業と続いた。 

22.1%

20.8%

11.7%

6.5%

5.2%

5.2%

3.9%

2.6%

1.3%

20.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

情報通信関連企業

自動車関連企業（部品メーカー）

自動車関連企業（自動車メーカー）

交通サービス関連企業

運輸サービス関連企業

金融機関

官公庁・自治体・産業支援機関

大学等研究機関

保険サービス関連企業

その他

（n=77）
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図 6-7 聴講者の所属する会社の規模 

 

(2) セミナーの参加目的 

 今回のセミナーに参加した理由を尋ねたところ、図 6-8 のとおり、「最新の動向を把握

するため」と回答した割合が 48.1%と最も多く、次いで 36.4%の「自社のビジネスに関連

するテーマであったため」と続いた。 

 

 

図 6-8 セミナーの参加目的 

(3) セミナーの評価 

 各講演に関する評価について、「とてもよかった」と「よかった」との回答を合わせると、

図 6-9 のとおり、基調講演が 94.7%、取組事例紹介がそれぞれ 83.6%、94.5%、95.9%と聴

講者から高い評価を得ている。 

  

大企業, 64.4%

中小企業, 34.2%

スタートアップ, 1.4%

（n=73）

48.1%

36.4%

18.2%

9.1%

7.8%

7.8%

1.3%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

最新の動向を把握するため

自社のビジネスに関連するテーマであったため

現在抱えている問題、課題の解決策を探すため

人脈を広げたかったため

競合他社の情報収集のため

新規参入に向けた情報収集のため

上司、同僚、取引先に奨められたため

その他

（n=77）
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図 6-9 セミナーの評価 

 

(4) CASE 等の取組状況 

 聴講者の所属する企業における CASE への取組状況を尋ねたところ、図 6-10 のとおり、

「製品・サービスを提供している」と回答した領域では電動化が 24.2%と最も多く、次い

で 18.2%のコネクテッドであった。また、「製品・サービスの研究・開発を進めている」と

回答した領域では、コネクテッドが 28.8%と最も高く、次いで 27.3%の自動運転と続いた。

また、「今後、製品・サービスを提供したいと考えている」と回答した領域では、サービス

&シェアが 34.8%と最も高く、次いで 25.8%の自動運転であった。 

 

図 6-10 CASE 等の取組状況 

18.2%

28.8%

21.2%

21.2%

16.7%

9.1%

27.3%

16.7%

25.8%

16.7%

12.1%

24.2%

10.6%

34.8%

19.7%

24.2%

21.2%

15.2%

13.6%

21.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

製品・サービスを提供している

製品・サービスの研究・開発を進めている

製品・サービスの開発支援・活用支援を行っている

今後、製品・サービスを提供したいと考えている

今後も製品・サービスの提供や支援予定はない

コネクテッド 自動運転 サービス&シェア 電動化
（n=66）

18.2%

28.8%

21.2%

21.2%

16.7%

9.1%

27.3%

16.7%

25.8%

16.7%

12.1%

24.2%

10.6%

34.8%

19.7%

24.2%

21.2%

15.2%

13.6%

21.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

製品・サービスを提供している

製品・サービスの研究・開発を進めている

製品・サービスの開発支援・活用支援を行っている

今後、製品・サービスを提供したいと考えている

今後も製品・サービスの提供や支援予定はない

コネクテッド 自動運転 シェア＆サービス 電動化
（n=66）
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(5) モビリティサービスに取り組む上での課題 

 モビリティサービスに取り組む上での課題認識について尋ねたところ、図 6-11 のとお

り、「事業者間のデータ連携」が 58.2%と最も高く、次いで 52.2%の「異業種やスタートア

ップ等との連携屋協業の不足」、43.3%の「新サービスに対する法制度の整備や対応へのコ

スト」であった。 

 

 

図 6-11 モビリティサービスに取り組む上での課題  

 

 また、主要な業種 16別に回答結果をみると、図 6-12 のとおり、情報通信関連企業では

「モビリティ関連データのデジタル化の遅れ」が 66.7%と最も多い結果となった。また、

部品メーカでは「異業種やスタートアップ等との連携や協業の不足」が 85.7%と最も多く、

自動車メーカでは「モビリティ関連データのデジタル化の遅れ」及び「事業者間のデータ

連携」が 65.2%と最も多い結果となった。 

 

                                                        
16 ここでは、回答数の多い情報通信関連企業、自動車関連企業（部品メーカー）、自動車関連企業（自動車メーカ）、

交通サービス関連企業、運輸サービス関連企業を対象とした。 

58.2%

52.2%

43.3%

28.4%

25.4%

23.9%

20.9%

3.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

事業者間のデータ連携（標準化やAPI連携、事業者による囲い込み等）

異業種やスタートアップ等との連携や協業の不足

新サービスに対する法制度の整備や対応へのコスト

モビリティ関連データのデジタル化の遅れ

モビリティサービスやそれを支える技術に関する知見を有する人員の不足

モビリティサービスに関する社会受容性

モビリティサービスを実証・検証するためのフィールドの不足

その他

（n=67）
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図 6-12 モビリティサービスに取り組む上での課題（業種別） 

 

(6) モビリティサービスによる新ビジネス創出のために期待する政策的取組 

 モビリティサービスによる新ビジネス創出に向けて必要と考えられる政策的な取組を

尋ねたところ、図 6-13 のとおり、「ビジネスモデル創出手法を学ぶ機会の提供」及び「モ

ビリティサービスに関わる多様な事業者間のマッチング支援」が 42.4%と最も多く、次い

で 40.9%の「モビリティサービスを社会実装する上での必要な規制緩和」であった。 

 

40.0%

85.7%

37.5%

60.0%

100.0%

26.7%

21.4%

62.5%

40.0%

66.7%

66.7%

35.7%

62.5%

80.0%

100.0%

46.7%

42.9%

50.0%

20.0%

66.7%

26.7%

14.3%

25.0%

20.0%

66.7%

20.0%

28.6%

0.0%

0.0%

33.3%

33.3%

7.1%

25.0%

20.0%

66.7%

6.7%

7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
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異業種やスタートアップ等との連携や協業の不足
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事業者間のデータ連携（標準化やAPI連携、事業者による囲い込み等）
新サービスに対する法制度の整備や対応へのコスト
モビリティサービスやそれを支える技術に関する知見を有する人員の不足
モビリティサービスを実証・検証するためのフィールドの不足
モビリティサービスに関する社会受容性
その他
モビリティサービスに取り組んでいない／取り組む予定はない
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図 6-13 モビリティサービスによる新ビジネス創出のために期待する政策的取組 

 

 また、主要な業種別に回答結果をみると、図 6-14 のとおり、情報通信関連企業及びでは

「モビリティサービスを簡便に試せる施設・テストベット等の整備」が、それぞれ 50.0%、

75.0%と最も多い結果となった。部品メーカでは「モビリティサービスに関わる多様な事業

者間のマッチング支援」が 64.3%と最も多かった。 
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28.8%
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

モビリティサービスに関する新たなビジネスモデル創出手法等を学ぶ機会の提供

モビリティサービスに関わる多様な事業者間のマッチング支援

モビリティサービスを社会実装する上での必要な規制緩和

モビリティサービスに関する基盤技術や製品・サービス等の紹介

セミナーや事例集等を通じたモビリティサービスの最新事例や基盤技術の紹介

モビリティサービスを簡便に試せる施設・テストベット等の整備

その他

（n=66）
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図 6-14 ビリティサービスによる新ビジネス創出のために期待する政策的取組（業種別） 

 

(7) 関心の高いモビリティサービスのテーマ 

 モビリティサービスのうち、取り組みたいと考えている関心の高いテーマを尋ねたとこ

ろ、図 6-15 のとおり、「認知・判断・制御システムにかかるソフトウェア技術、サイバー

セキュリティにかかる技術」が 48.3%と最も多く、次いで 46.7%の「オンデマンドサービ

ス、シェアリング、パーソナルモビリティといった移動サービス」であった。 
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モビリティサービスに関する新たなビジネスモデル創出手法等を学ぶ機会の提供
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図 6-15 関心の高いモビリティサービス 

 

 また、主要な業種別に回答結果をみると、図 6-16 のとおり、情報通信関連企業及び部品

メーカでは「認知・判断・制御システムにかかるソフトウェア技術、サイバーセキュリテ

ィにかかる技術」が、それぞれ 69.2%、50.0%と最も多い結果となった。自動車メーカでは

「オンデマンドサービス、シェアリング、パーソナルモビリティといった移動サービス」

が 87.5%と最も多かった。 
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

認知・判断・制御システムにかかるソフトウェア技術、サイバーセキュリティにかかる技
術

オンデマンドサービス、シェアリング、パーソナルモビリティといった移動サービス

車内空間での新たな過ごし方（エンタテイメントコンテンツ提供サービス、インテリア
内装）

新しい自動車保険やアフターサービス

その他

モビリティサービスに取り組んでいない／取り組む予定はない

（n=60）
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図 6-16 関心の高いモビリティサービス（業種別） 

 

(8) モビリティサービスの連携先として関心の高い業種 

 モビリティサービスの連携先として関心の高い業種を尋ねたところ、図 6-17のとおり、

「自動車メーカ」が 55.9%と最も多く、次いで 49.2%の「情報通信関連企業」、47.5%の「交

通サービス関連企業」であった。 
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オンデマンドサービス、シェアリング、パーソナルモビリティといった移動サービス
その他
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図 6-17 モビリティサービスの連携先として関心の高い業種 

 

また、主要な業種別に回答結果をみると、図 6-18 のとおり、情報通信関連企業及び部品

メーカでは「自動車メーカ」がそれぞれ、85.7%、57.1%と最も多い結果であった。自動車

メーカでは「情報通信関連企業」が 62.5%と最も多かった。 
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（n=59）
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図 6-18 モビリティサービスの連携先として関心の高い業種（業種別） 
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第7章 新技術や新ビジネスの創出に向けた課題 

 本事業では、CASE や MaaS といった自動車産業の新たな潮流の中で、自動車メーカ等

やサービス事業者とスタートアップ企業との連携の可能性について検討を進めてきた。そ

の中でも、本事業は、CASE のコネクテッド（C）、自動運転（A）、サービス＆シェア（S）

の 3 つの領域を中心として、今後連携が期待できる技術領域やサービス領域を可視化した。 

 自動車メーカ等やスタートアップ企業等へのヒアリングにおいては、どの領域が魅力的

か分からない、という技術領域やサービス領域（What）に関する課題に加え、どのような

企業と連携できる可能性があるのか（Who）、また、どのような方法でアプローチすれば連

携できるのか（How）といった、連携やオープンイノベーションの実現に向けた方策につ

いての課題が明らかになった。また、CASE や MaaS の潮流により劇的な速度で変革が進

む自動車産業において、中小企業やスタートアップ企業等が、競争力の高い技術を獲得す

るなど技術的な対応を行うことは容易ではない状況であることも明らかになった。 

 今後、モビリティサービス分野でグローバルに競争優位を築くためには、上述のとおり、

技術開発の支援や制度整備に加え、技術やビジネスモデルを有する企業間の連携を加速す

る仕掛けが不可欠である。以下にそのために取り組むべき方向性を示す。 

 

1.1 企業間の連携やオープンイノベーションの加速 

(1) 新たなモビリティサービスの提供の担い手となるプレイヤー可視化 

 自動車メーカ等では、連携することで自社の事業強化や新たなサービス開発に資するス

タートアップ企業や異分野企業等を常に探索を行っている。しかしながら、モビリティサ

ービスの領域を中心に、製品やサービスの担い手となるプレイヤーの発掘が十分に進んで

いない状況にある。 

 また、国内において CASE や MaaS の動向把握のためのセミナーが開催されるなど情報

収集の機会はあるものの、情報収集で留まっている企業も多く、CASE や MaaS の延長線

上に広がる新たなサービス・技術を提供する中小・スタートアップ企業と、それらととも

に新しいモビリティサービスをビジネス展開したいと考えている自動車メーカ、Tire１企

業、異業種等の両者を発掘し、結びつける仕組みが十分整備されていない状況にある。 

 そのため、企業間の連携やオープンイノベーションを加速させるために、高い技術力、

優れたビジネスモデルやサービス開発力等を有した企業を発掘し、それを共有する仕組み

を構築することが不可欠である。 

 現状、自動車メーカ等が立地する地域の支援機関等で個別に支援が行われているほか、

支援機関の間でのネットワーク化も進みつつある。今後は、こうした既存の支援機関等が

持つネットワークを最大限活用しつつ、新たなモビリティサービスの提供の担い手や支え

となるプレイヤーを発掘し、可視化することが重要と考えられる。 
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(2) 効果的なマッチングのあり方の検討 

 自動車メーカ等では、展示会やセミナーへの参加、自治体や支援機関等との連携、民間

のマッチング支援サービスの利用などを通じて、マッチングの機会を拡大しようとしてい

る。昨今は、投資の枠組みを掲げ、オープンに技術やサービス開発の提案を受け付ける取

組も進んでいるなど、試行錯誤が行われている。 

 しかしながら、モビリティサービス分野におけるマッチングのために必要な情報や機

能・仕組み、マッチングの場のあり方などは十分に議論がなされておらず、精度の高いマ

ッチング機械を提供することが難しい状況にある。 

 そのため、新たな事業展開を模索する自動車メーカや Tire1 企業、異業種の大手企業、

有望企業の間でのマッチング精度を高めるために、モビリティサービス類型の細分化やマ

ッチングに必要な場のあり方や仕掛けについて検討を進める必要がある。 

  

(3) ビジネスモデル検証のためのフィールドの提供 

 モビリティサービスは多岐にわたり、自動車内で完結せず、交通環境（移動空間）や都

市・社会と連動した仕組みの提案が期待されている。しかしながら、中小企業等やスター

トアップ企業等においては、移動空間や都市等でのビジネスモデルを検証するためのフィ

ールドを探索するコストが高く、良いビジネスモデルを描いたとしても実用化までの道の

りは長く、移動課題を解決するようなモビリティサービスについては、ビジネスモデルの

検証のための実証フィールドを提供することが不可欠である。 

 そのため、モビリティサービスサービス等を提供する有望企業をマッチングし、自治体

を実証フィールドとしての活用を進める機会を提供することが重要である。 

 

1.2 CASE や MaaS 時代における中小企業等の技術的対応の支援 

 CASE や MaaS による影響は、スタートアップ企業や IT ベンダーだけではなく、自動車

産業の従来のサプライチェーン上にいるサプライヤーにも大きな影響を与える。特に、各

自動車メーカは、環境面等での社会要請により電動化への対応を急速に進めており、サプ

ライヤーに対する電動車の部品対応の要求が高まっている。また、自動運転においても、

外界を認識する光学センサのニーズが高まるほか、サービス&シェアの進展と相まって、

移動空間の快適性を高めるための高機能インテリアや高度な車内環境制御等のニーズが

生じている。これら CASE や MaaS の潮流に対し、自動車メーカや Tier1 企業はこれまで

に無いスピード感を持って対応を進めている。これらの潮流がもたらすニーズの変化に中

小企業等を含めたサプライヤーが対応できなければ、市場機会を逃すだけで無く、日本の

自動車産業やそのサプライチェーン上の脅威となる可能性を秘めている。 

 中小企業等が CASE や MaaS に対応し、既存事業の競争力強化や新規技術の開発など技

術的対応を行えるよう、制度面やリソース面での支援を行うことが重要である。 
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