第 46 回中期経済予測
予測期間: 2019-2035 年度

1. モビリティ産業のデジタル変革―移動サービスへシフト、新車販売は半減
石井康広、浦郷忠右
【要旨】


CASE、MaaS のような移動技術の進展は、都市部の通勤ラッシュや地方の移動弱
者など「移動」にまつわる社会課題の解決に貢献し、人々の「移動」を取り巻く環
境は大きく変化する。



CASE、MaaS の進展により、人々の移動は効率的になり、車の稼働率は上昇す
る。その結果、新車販売台数や保有台数は減少する。



環境規制の厳格化により、EV が台頭する。内燃機関を持つ車から EV への転換
や、センサーや通信機器の搭載が増えることで、自動車を構成する部品にも大きな
変化が起こり、自動車産業だけではなく、他産業へも大きな影響を与える。



モビリティのデジタル変革（DX）を進展させるには、5G 通信網や道路側センサー
などのインフラ整備投資や、交通事業者間のデータ標準化や柔軟な運賃の設定、ラ
イドシェア解禁などの制度設計が必要である。

1-1.

CASE、MaaS により、「移動」が変化

現代社会において「移動」に関する様々な課題が存在する。例えば、渋滞・通勤ラッ
シュや過疎地域での移動弱者の発生、人々の移動による CO2 排出、交通事故やドライバ
ー不足などである。これらの社会課題の解決には CASE （「Connected（つながる）」、
「Autonomous（自動運転）」、
「Shared&Service（シェアリング＆サービス）」、
「Electric
（電動化）」）や MaaS（Mobility as a Service）のような移動技術の進展が貢献すると
期待される。
図表 4-1-1

2035 年の CASE の姿とその前提

進展状況の想定

C

A

S

E

つながる

自動運転

シェアリング
・サービス

電動化

 5Gなどの通信で車両
の状態や周辺道路状
況などのデータをや
り取り。

 完全自動運転は、一
部の都市等の限定地
域で事業者が運用。

 全国でライドシェア
解禁。

 環境規制の厳格化を
受け、電動化が進展。

 人の運転によるライ
ドシェアサービスに
加え、限定地域では
ロボタクシー・自動
運転バスもサービス
化。

 次世代電池の実用化
により、HVとEVの
コスト逆転。日本で
も新車販売の半数は
EVに。

 車内での収益機会増
加。

 自家用車ではレベル
3程度（注）まで。

（注）レベル3は運転者がいる状態で高速道路など一定の条件下での自動運転。
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現在、自動車業界は 100 年に一度の変革期にあると言われている。特に CASE に代表
されるようなデジタル化の波による変化は自動車産業にも大きな影響を与えている。C、
A、E の各分野における技術革新が相互に影響し合い、そうした車の進化が、S すなわち
移動サービスの変革を支える形となる。とりわけシェアリング＆サービスの変化は、自
動車製造業だけでなく、様々な産業への影響が大きいと考えられる。
今回 2035 年時点での CASE の姿について、次のような前提を置いて、自動車産業や
人の移動にどのような変化が生じるか、予測を行った（図表 4-1-1）。
自動運転の技術としてはレベル 4、5 1 も実現可能だが、35 年時点での運用は限定地域
内にとどまり、一般家庭の自家用車ではレベル 3 の自動運転車が中心。シェアリング・
サービスについては、全国でのライドシェア解禁に加え、限られた地域ではロボタクシ
ー、自動運転バスもサービス化を開始するという姿を想定する。
自動運転やシェアリングについては、現在企業や自治体などで様々な取り組みがみら
れる（図表 4-1-2 左）。特に完成車メーカーは自動運転車の開発・販売に積極的だ。国
内メーカーでは、日産自動車が実用化に向けて公道実験を実施、トヨタ自動車も 2020 年
の夏ごろに公道実験を実施する予定だ。ホンダは同じく 20 年夏ごろに日本の自動車メ
ーカーでは初となるレベル 3 搭載の自動運転車を販売予定だ。海外メーカーに目を向け
ると、ダイムラーと BMW が 20 年代半ばの自動運転車の販売を目指して共同開発する
ことを発表している。アウディは 2017 年にレベル 3 を搭載したフラッグシップモデル
を開発したが、各国の法整備が間に合っておらず、レベル 2 に機能を抑えて販売した。
このように各国のメーカーで自動運転車の開発競争が行われており、法整備や周辺環境
の投資などインフラが整えば、技術的に自動運転車は実用可能なところに近づいている。
実用化に向けた各社の競争は、今後一層激しくなっていくものと考えられる。
完成車メーカー以外にも様々な企業が自動運転の実証実験を始めている。特に自動運
転バスとロボタクシーの分野への進出が盛んであり、自治体と連携して取り組んでいる。
自動運転バスの分野では、ソフトバンクグループの SB ドライブが日本各地で実証実
験を始めている。茨城県境町では SB ドライブの協力の下、日本初の自治体による自動
運転バスの定時運行を 20 年 4 月から開始予定だ。万が一に備えてセーフティードライ
バーは同乗するが、ハンドルのない自律走行バスの公道での運行となり、大きな注目を
集めている。
ロボタクシーの分野では、米アルファベット傘下のウェイモが一歩も二歩も先を進ん
でいる。同社は米フェニックスで 2018 年にセーフティードライバーが同乗した状態で
のサービスを開始し、19 年にはセーフティードライバーなしのロボタクシーサービスを
始めた。一部住⺠に対する試験的な提供ではあるが、「完全無人タクシー」のサービス
が開始されたことには大きな意義がある。
ライドシェア、いわゆる「白タク」行為については、日本国内においては原則禁止と

1

国土交通省によると、レベル 4 は特定条件下における完全自動運転、レベル 5 は完全自動運転としてい
る。
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されてきたが、2006 年に過疎地域のようなバス・タクシーなどの公共交通機関だけでは
住⺠の移動⼿段が確保できないと認められる場合において、自家用車による有償送迎が
解禁された。2016 年には国家戦略特区に指定された地域において、有償送迎に利用でき
る自家用車の要件を緩和した。京都府京丹後市では、米ウーバーテクノロジーズの配車
システムによる「ささえ合い交通」が 16 年から運行を開始している。また北海道中頓別
町や広島県三次市など過疎地での高齢者向けの相乗りサービスのほか、兵庫県養父市で
は高齢者だけでなく、観光客も利用できる全国初の有料ライドシェアがスタートしてい
る。こういった過疎地の多くでは、地方自治体の公共交通が住⺠の足になってきたが、
行政だけで公共交通を支えることは限界に近く、廃線が相次いでいる。車を運転できな
い交通弱者のためにもライドシェアサービスの必要性は高いだろう。
また都市部の若年層を中心に、クルマを「所有」することから「シェア」することへ
のシフトが進んでいることが考えられ、カーシェア市場も拡大が続いている。車の「所
有」から「シェア」、自身の運転による移動から移動サービスの利用へと人々の移動は
変化していき、その変化は今後ますます加速していくと考えられる。
図表 4-1-2

2035 年の自動運転やシェアリングの進展状況

自動運転やシェアリングの現状

2035年の進展状況

 レベル4自動運転車の販売始まる
•
•
•

 一部エリアで自動運転バス、ロボタクシー導入
•
•
•
•

トヨタ：2020年にお台場でレベル4の公道実験
ホンダ：20年にレベル3搭載車を販売
ダイムラー：20年代半ばにレベル4搭載車販売目指す

 自動運転バスは実証実験段階
•
•

SBドライブ：20年に茨城県境町で定時運行開始
（セーフティドライバー乗車）
横浜市、東京都、伊那市などでも実証実験

市街中心部の歩車分離された専用レーンで
高速道路、幹線道路の一部で
過疎地域のコミュニティ内を結ぶ
自動運転車がどこでも走れるのはまだ先
（自家用での利用は限定的）

 ロボタクシーも日本では実証実験段階
•
•
•

ZMP×日の丸交通：18年に東京都で実証実験
DeNA×日産：18年に横浜で実証実験
ウェイモ：19年に米フェニックスでセーフティドライ
バー無しのロボタクシーサービス開始

 ライドシェア：「白タク」禁止、過疎地に限定

 全国でライドシェア解禁

 カーシェアは普及拡大中
•

19年に国内で35,000台、会員160万人超

 高速道路でのトラック隊列走行導入

 トラック隊列走行の公道実証を実施

（資料）交通エコロジー・モビリティ財団「わが国のカーシェアリング車両台数と会員数の推移」、報道、各社資料より作成

では 35 年にはどのような姿になっているのか（図表 4-1-2 右）。上述したように自動
運転の技術自体は進展しているが、普及には安全等に関する社会のコンセンサスや制度
も含めたインフラ整備が必要だ。自動運転車がどこでも自由に走れるような世界は 35
年より先になるだろう。さらに自動運転車の価格がまだ高いことを踏まえると、家庭の
自家用車としての完全自動運転車の普及は限定的とみられる。他方で都市部では歩車分
離された専用レーンや高速道路、幹線道路の一部で自動運転の導入が開始されていると
想定。地方では高速道路に加え、高齢者等の移動弱者の多い過疎部においても導入され
ていると想定する。導入主体としては交通事業者、地方自治体が中心になると考えられ
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る。交通事業はコストのなかでも人件費割合が高く、自動運転車に対する初期投資コス
トが多くかかったとしても、⻑期的にみれば導入のメリットとなりうる。
シェアリングの進展状況については、全国でライドシェアが解禁され、普及が進むと
考える。国土交通省「自動車輸送統計調査」によると、現在は車での移動のうち自家用
車での移動が 9 割を占め、バス・タクシーを含む MaaS が 1 割である。この割合が、次
節で述べるように、35 年には 6 対 4 になると予測する。
また現在、実証実験中の高速道路でのトラックの隊列走行も実用化を想定した。今後
の 5G などの通信環境の整備により、実現可能性は高いと判断した。

1-2.

自発的な移動は増加、MY CAR から MaaS へ

上で述べた自動車業界の DX によって、人々の移動需要は変化する。自動車のシェア
リングなど新たな移動サービスは、既存の交通サービスと情報通信技術によって統合さ
れることで、複数の移動⼿段にまたがるマルチモーダルな交通サービスである MaaS と
して展開される。この MaaS による利便性の向上は、人々の移動需要を刺激する。一方、
デジタル化の進展で、リモートワークが増加したり、インターネット通販が増加したり
することで、人々の移動需要を減少させる圧力もかかる（図表 4-1-3）。
図表 4-1-3

DX で変化する移動やクルマ

陸上交通輸送量（自家用車含む）を移動目的で通勤と通勤以外で分けた場合、通勤以
外の自発的な移動は通勤移動の約 2.9 倍と推計される。通勤移動は、就業人口の減少や
リモートワークの普及で確実に減少しそうだが、旅行に代表されるような自発的な移動
は、MaaS による交通サービスの利便性向上やコスト低下、余暇時間の拡大によって、
増加すると考える。岩田・馬奈木（2018）によれば、自動運転によって、運転時の疲労
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と事故リスクが現状の半分になると仮定した場合、自動車１台当たりの年間走行距離は
約 8％から 58％増加するとしている。今回の予測では、リモートワークの増加で通勤移
動が 2018〜35 年度に１人当たり 2 割減少する一方、交通の利便性改善やコスト低下に
よって、通勤以外の自発的な移動が１人当たり 2 割増加すると想定する（図表 4-1-4）。
図表 4-1-4
18,000

陸上交通輸送量は自発的な移動が増加

（億人キロ）
通勤移動

通勤以外の移動

15,000

予測

12,000
9,000
6,000
3,000
（年度）

0
07

11

15

19

23

27

31

35

（注）自動車（自家用含む）と鉄道の旅客輸送量の合計。国土交通省「鉄道輸送統計年報」「自動車輸送
統計年報」より作成、鉄道旅客輸送・自動車旅客輸送については、定期利用を通勤目的の移動、定期外を
通勤以外目的の移動と仮定している。自家用車の輸送量については、国土交通省「全国都市交通特性調査」
において、交通⼿段が自動車となっているトリップについて、通勤が目的となっているものとそれ以外が
目的となっているものを分け、その比率で自家用車の輸送量を按分したものを使用している。
（資料）国土交通省「鉄道輸送統計年報」「自動車輸送統計年報」「全国都市交通特性調査」を基に日経
センター推計

移動目的には買い物と通勤が上位に位置する（図表 4-1-5 左）が、先述の通り、デジ
タル化の影響で買い物や通勤での移動需要には減少圧力がかかっている中、需要を喚起
するような新サービスが生まれるかは注目されるところだ。いわゆるコト消費を中心と
して、各企業はサービスの展開を模索している（図表 4-1-5 右）。
図表 4-1-5

移動回数の目的別構成比（2015 年）と各企業の新サービス
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図表 4-1-6

地域・目的別の輸送手段の割合（2018 年度）
自家用車

2%

5%

鉄道
1%

バス
19%

33%

タクシー
6%

4%

1%

5%

21%

61%
77%
都市部 通勤

都市部 通勤以外

77%
地方部 通勤

地方部 通勤以外

（資料）国土交通省「鉄道輸送統計年報（2018年度）」「自動車輸送統計年報（2018年度）」「全国都市交通特
性調査（2015年度）」に基づき日経センター推計。

人の移動⼿段はどう変わるだろうか。いまの都市部と地方部では移動⼿段が大きく異
なる 2 。都市部では公共交通が発達しているため、通勤では鉄道が 4 分の 3 を占める。通
勤以外の移動では自家用車が 6 割を占めるが、鉄道も 3 分の 1 と存在感を有する。それ
に対して地方部では自家用車での移動が圧倒的である（図表 4-1-6）。MaaS の浸透で都
市部・地方部ともにマルチモーダルな社会へと変革するが、既存の公共交通サービスの
発達に違いがあるため、都市部と地方部では MaaS 像が異なってくる。都市部は、鉄道、
自動運転のバス・タクシー、カーシェア、ライドシェアに、サイクルシェアリングや、
電動キックボードのような小回りが利く⼿軽なマイクロモビリティの活用が進む。地方
部では、自家用車が主な移動⼿段なのは変わらないが、自動運転バス、カーシェア・ラ
イドシェアなどが現在のセカンドカー需要を代替する形となる（図表 4-1-7）。
図表 4-1-7

2

都市と地方で異なる MaaS 像

ここでは、関東圏・中部圏・近畿圏を都市部、その他の合計を地方部としている。
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自家用車での移動のシェアが都市部・地方部ともに低下し、その低下分を自動車によ
る新たな移動サービス（自動車 MaaS）が埋める形で自動車旅客輸送の割合が上昇する。
移動手段に占める自家用車の割合は、都市部では 2019 年の 49％から 35 年には 26％に、
地方部では 86％から 69％に低下すると見込む。その分が概ねバス・タクシーを含む
MaaS で代替されるため、全国での自家用車での移動と自動車旅客輸送との比率は約 11
対 1 なのが 35 年には７対５に変わっていく見通しだ。この予測では全国都市交通特性
調査で得られる地域別の交通手段別移動回数を参考に、自家用車で移動する割合が都市
部は東京都区部並み、地方部は福岡市並みにまで低下すると想定している（図表 4-1-8）。
図表 4-1-8
18,000

自家用車が減少、自動車旅客輸送は増加

（億人キロ）
自家用車

予測

15,000

自動車旅客輸送

鉄道

12,000
9,000
6,000
3,000
（年度）

0
07

11

15

19

23

27

（都市部）
0%

20%

40%

60%

31

35

（地方部）
80%

100%

0%

2019

2019

2035

2035

20%

40%

60%

80%

100%

（注）全国都市交通特性調査で得られる地域別のモーダル別移動回数を参考に、自家用車で移動する割合が都市
部は東京都区部並み、地方部は福岡市並みにまで低下すると想定した。
（資料）国土交通省「鉄道輸送統計年報」「自動車輸送統計年報」「全国都市交通特性調査」。予測は日本経済
研究センター。

1-3.

EC 化進展で増える宅配数、サービス輸送も拡大

モノの移動、物流については、インターネット通販の拡大によって宅配便の個数が増
加する。現在、日本の物販に占めるインターネット通販の比率（EC 化率）は 6.4％であ
る。これに対して、デジタル化が先行している米国は約 10％、中国は約 15％を超える
水準にある。特に中国の EC 化率の伸びは目覚ましく、2016 年度から 18 年度の平均伸
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び率が続けば、20 年度には 27％に達する見通しだ。
商品分野ごとに EC 化率は異なる。経済産業省（2019）によれば、最も高いものは事
務用品・文具の 40.8％で、低いものは食品・飲料・酒類の 2.6％である。食品などの EC
化率が低い背景には、インターネット通販では注文してから商品が届くまでにタイムラ
グが発生するため、生鮮食品などの保存の難しさがあることや、鮮度や品質を確認しに
くいことがある。コールドチェーン（低温輸送網）の進展や配送リードタイムの短縮は
進むと考えられるが、食料品の EC 化率が相対的に低い傾向を覆すまでには至らないも
のと考える。
EC 化率が生鮮食品など保存のきかない食料品については 10％、保存のきく食料品に
ついては 25％、その他の全品目については 50％まで進展すると仮定した場合、総務省
の家計調査の品目ごとの支出額を基に平均すると、全体の EC 化率は 28％程度まで高ま
る。この水準は前述の 20 年度時点の中国の EC 化率見込み値をやや上回る。この EC 化
率の上昇を踏まえると、宅配便個数は 2035 年度に 98 億個と、現在の約 2.3 倍に増加す
る見通しである（図表 4-1-9）。

図表 4-1-9
12000

EC 化率の伸びに伴い、宅配個数は約 2.3 倍に
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（資料）国土交通省「宅配便取扱実績について」、経済産業省「平成30年度わが国におけるデータ駆動社会に係
る基盤整備（電子商取引に関する視聴調査）」。予測は日本経済研究センター。

増加する宅配便需要には、物流業界で深刻な人⼿不足への対応が不可欠であり、デジ
タル技術の活用が期待される。自動運転技術による無人宅配は、ヤマト運輸と DeNA が
「ロボネコヤマト」というプロジェクトで実験を行っている。（ドライバーが着座した
状態ではあるが）自動で運転走行する配送車内に保管ボックスを設置し、AI による配送
ルートの最適化を行うことで、配送の時間帯を 10 分刻みで指定することができ、利用
者は荷物を望む時間帯・場所で車両内の保管ボックスから取り出すことができる。また、
有人運転のトラックを先頭に、自動制御された複数台のトラックが追従して走るトラッ
ク隊列走行は国土交通省が実証実験を進めており、近い将来での実現のめどがついてき
た（図表 4-1-10）。
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図表 4-1-10

トラック隊列走行

デジタル技術の進展は従来のモノの輸送だけでなく、サービスの輸送も拡大させる。
トヨタ自動車が 2018 年に公開したコンセプトカーe-Pallet は、レストランやホテルなど
のサービスを自動運転で利用者の元に届けるアイデアとなっている。トヨタ自動車とソ
フトバンクが合弁で設立した MONET Technologies は、こうしたクルマにサービスを
載せて市場に提供することを「可動産」と称している。多くのサービスは不動産に店舗
を構えて、そこに利用者がアクセスする形であったが、可動産ではそういった制約から
解放される。実際に、MONET Technologies は⻑野県伊那市で遠隔医療の実験を行って
いる。医師が患者の自宅を訪問して診察する従来の往診とは異なり、医師が同乗してい
ない医療機器を搭載した自動車が患者宅まで出向き、オンラインで医師が遠隔診断する。
デジタル技術の進展はこのように従来は難しかったレベルでのサービス輸送を可能に
している。

1-4.

国内新車販売台数は半減

車のシェアリングによる移動や一部地域での自動運転が増加することで、クルマの稼
働効率は大きく上昇する（図表 4-1-11）。2017 年時点で自家用車とタクシー、バスの 1
台当たり年間旅客輸送量を比較すると、自家用車 1 に対し、タクシーは 2.2 倍、バスは

図表 4-1-11

シェアリングで利用効率的に

＜車 1 台当たり旅客輸送量の比較（2017 年）＞
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44 倍の輸送量と推計される。今後 MaaS が進展し、先述したようにタクシー・バス（自
動運転も含む）、シェアリング等による移動が車移動全体の約 4 割にまで増えることに
よって、タクシーやバス並みの稼働効率の車が増え、国内の自動車の平均稼働効率は約
1.5 倍になる。車が車庫や駐車場で眠る時間が短くなることや、一度に乗せる人数が多
くなることを意味する。
その結果、移動需要を満たすために必要な車の台数は少なくて済むようになるため、
国内の保有台数は、2035 年度に 18 年度対比で約 3 割減少する（図表 4-1-12 右）。標準
予測と比較してマイナス 20％となっている。人々の移動需要は増えると見込むが、車の
稼働効率上昇による減少要因の影響が上回る。
国内で必要な台数が減ることから、35 年度の国内の新車販売台数は約 242 万台と 18
年度対比でほぼ半減すると予測する（図表 4-1-12 左）。標準予測と比較してマイナス
17％となっている。車の稼働率が高まれば、買い替えサイクルは短期化すると考えられ
るが、必要な台数が減少する影響が大きい。ただしこれは既存の車がシェアリング等で
有効活用される前提での予測だ。MaaS 対応の車を新たに買い直すということになれば、
販売台数はこれよりは上振れる。
図表 4-1-12

新車販売台数、保有台数ともに減少

＜国内の新車販売台数＞
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＜国内の保有台数＞

（百万台）
標準

6.0

改革

100

（百万台）
標準

改革

80

5.0
60

4.0
予測

3.0

予測

40

2.0
20

1.0
（年度）

0.0

（年度）

0

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

（資料）日本自動車工業会、自動車検査登録情報協会。予測は日本経済研究センター。

図表 4-1-13
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家計の陸上移動に関する支出の内訳
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貸自動車業
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（注）「道路輸送施設提供」は駐車場や有料道路など。
（資料）総務省「平成27年（2015年）産業連関表」を基に日経センター推計
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家計は自家用車の購入や、ガソリン、整備代、駐車代等の関連費用に合わせて約 15 兆
円を 15 年時点では支出しており、バス・タクシーや鉄道など輸送サービスには約 7 兆
円を支出しているが、35 年には自家用車関連の支出がほぼ半減する代わりに、ライドシ
ェアやオンデマンド・バスなど、便利な移動を提供するモビリティ・サービスを購入す
るようになる（図表 4-1-13）。その結果、自家用車関連とモビリティ・サービスへの支
出割合は逆転する。
1-5.

環境規制の厳格化を受け、EV 化が進展

EV 化も自動車産業にとっては大きなトレンドだ。EV が国内新車販売の半分を占める
ようになるシナリオをここでは想定している。
EV 化進展を左右するポイントは 2 点。1 点目は米欧中を中心に、世界各地で CO2 排
出規制の厳格化が進むことだ。ガソリン車・ディーゼル車の新車販売禁止を予定してい
る国もある。2 点目は次世代電池の開発・実用化が進み、EV の車体価格が安くなること
だ。
環境規制とガソリン車・ディーゼル車の新車販売禁止は、図表 4-1-14 に示すように、
各国・各地域で動きが出始めている。
図表 4-1-14

環境規制とガソリン車等の販売禁止が厳格化

＜各国・地域の自動車の燃費/ＣＯ ２ 排出規制＞

国・地域

＜パワートレイン別新車販売禁止計画＞

国

概要

2025
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2035

2040

欧州

 CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency)規制
CO2排出量平均15年130g/km→21年95g/km

ノルウェー

●

オランダ

●

米国

 ZEV (Zero Emission Vehicle)規制
域内販売台数のZEV比率16％→25年22％

デンマーク

中国

 NEV (New Energy Vehicle)規制
NEVの生産・販売比率19年10％→23年18％

フランス

●

スペイン

▲

日本

 30年度に16年度比32％の燃費改善義務付け

(資料) IEA “Global EV Outlook 2019” ; 報道・各国資料より作成

英国

●

▲
▲

（注）●…ガソリン車等の販売禁止（HVは販売禁止せず）
▲…HV販売禁止、または販売禁止を検討。
各年までに販売禁止を目指すもの。
(デンマークのHV販売禁止のみ2035年から段階的に規制
開始予定。)

まず環境規制については、図表 4-1-14 左で示したように米欧中の規制が各国の完成
車メーカーに大きな影響力を持つ。欧州の CAFE（Corporate Average Fuel Efficiency）
規制は、各メーカーで出荷台数を考慮した平均燃費を算出し、規制するものだ。中国で
は 2019 年から一定比率の NEV（New Energy Vehicle）の生産・販売を義務付ける NEV
規制がスタートした。米国ではカリフォルニア州をはじめとする複数の州で ZEV（Zero
Emission Vehicle）規制が存在する。この規制は、域内での販売台数のなかで、一定数
ZEV を販売しなければならないというものだ。日本で定められた 2020 年度燃費基準は
各社とも既に前倒しで達成しており、2030 年度燃費基準が設けられた。各国の規制の内
容は異なるものの、いずれの規制も定めた基準を達成できなかった場合、巨額なクレジ
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ットの支払い義務や販売台数制限など厳しいペナルティがメーカーに課せられる。各政
府が定めた規制はメーカーを EV 生産へ向かわせる大きな要因となる。
さらにガソリン車やディーゼル車の新車販売禁止を打ち出す国も出てきている（図表
4-1-14 右）。欧州で初めて 25 年にガソリン車やディーゼル車の新車販売を禁止するノ
ルウェーでは、新車販売のうち EV が占める割合は 13 年にはわずか 5.5％だったが、19
年には実に 42.4％まで急増した。ガソリン車・ディーゼル車の販売禁止目標に加え、EV
の税金面での優遇も要因と考えられる。イギリスではジョンソン首相が販売禁止の時期
を当初の 2040 年から 35 年に 5 年前倒すと発表した。その際、HV も販売禁止にすると
の報道もある。
現状では日本の自動車メーカーは海外に比べ HV の生産技術で優位性を持っている。
しかしガソリン車だけでなく HV までも 30 年代にも販売禁止の対象とする動きが欧州
等で広がる可能性を踏まえると、EV の開発で先行するという判断もありうる。もし日
本でも欧州諸国と同様の環境規制の厳格化の道筋が明確に示されれば、各企業の投資が
EV へ重点化され、EV 化はさらに加速するだろう。
現在のリチウムイオン電池に代わる次世代電池の開発・実用化が進むかどうかが、EV
化の進展を左右する 2 つ目のポイントだ。現在の EV の車体価格のなかで電池コストの
占める割合は高く、3 割程度と言われている。Bloomberg NEF（2019）は、バッテリー
の累積生産量が増えるにしたがってコストが低下する過去の傾向が続く前提をもとに、
電池コストは 30 年には現状の半分以下の約 62 ドル/kWh になると見通している（図表
4-1-15）。そうなれば 2030 年までに EV と HV の販売価格が逆転しうる。下取り価格の
違いなども考慮する必要はあるが、HV とのコスト逆転が生じると、EV 化は一気に加速
する可能性がある。
図表 4-1-15
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1000
800
600
Bloomberg NEF見通し
400
200
0
2010
2015
2020
（資料）Bloomberg NEF "Electric Vehicle Outlook 2019"
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米欧中での環境規制の厳格化や EV のコスト低下を背景に、2035 年の国内新車販売の
半分は EV になると改革シナリオでは想定する（図表 4-1-16）。標準予測では、次世代
車全体で約 30％、EV のみで約 12％と予測しており、大幅な上振れとなる。
国際エネルギー機関（IEA）では、2030 年の世界新車販売のうち、EV+PHV が 15％
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を占めるというシナリオや、3 割を超えるというシナリオを予測している。一方、
Bloomberg NEF では 2040 年に世界乗用車新車販売のうち、EV+PHV が 57％を占める
と予測している。
図表 4-1-16

国内新車販売の半分は EV に

＜国内新車販売台数における EV の割合＞

＜新車販売に占める次世代車割合の見通し＞

日本の政府目標では、2030 年の新車販売における次世代自動車（HV、PHV、FCV、
EV)の割合を 50~70％、中でも PHV と EV で 2〜3 割としている。それに比べると、新
車販売の半分が EV というのはかなりの進展を見込んだ想定だが、ノルウェーで既に EV
の販売が 4 割超に急増した例などを踏まえると、ありえないシナリオではない。ただし
EV の電池の生産や、発電時に要する CO 2 の排出を含めても EV に環境上の優位性があ
るかどうかは、電源構成等にも依存することには注意する必要がある。

1-6.

CASE の進展は他産業にも多大な影響を与える

内燃機関のある自動車から EV へ移行は周辺産業にも影響を及ぼす。エンジン・トラ
ンスミッション部品が不要になり、その代替としてモーター・バッテリー部品が必要と
なる。現在の車を構成する部品数は約 3 万点と言われているが、経済産業省(2010)によ
ると EV 化によって約 4 割にあたる約 1 万 1 千点が不要になると言われている。代替と
なるモーター・バッテリー部品の点数は約 2 千点程であり、自動車を構成する部品が大
きく変わる。自動車 1 台当たりの生産コスト構造も、EV 化により自動車部品の金額は
大きく減少し、電池を含む電気機械は上昇する（図表 4-1-17）。またモーター・バッテ
リー部品はエンジン部品に比べ、部品点数も少なく、構造もシンプルであるため、既存
の自動車メーカーや部品メーカーではなく、異業種の企業による自動車製造を可能にす
る。こういった状況は自動車メーカー、部品メーカーをはじめ、電気機械産業など多く
の産業へ様々な影響を及ぼすだろう。
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図表 4-1-17

自動車製造部品は大きく変化

＜内燃機関者やＥＶの生産費用内訳の推計値(2016 年)＞ ＜自動車の半導体部品のコストの比較＞
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また自動運転車には、障害物や車線などを認識するカメラ、センサーなどの装備が必
要不可欠だ。2020 年 1 月、米ラスベガスで開催された世界最大のデジタル技術見本市
「CES」で公開されたソニーのレベル 4 の自動運転に対応可能なコンセプトカーには 12
個のカメラと 33 個のセンサーが付いている。今後、自動運転車の開発が進み、普及が始
まることで、カメラやセンサーの市場規模は拡大することだろう。
図表 4-1-18 自動車需要からの付加価値誘発係数

図表 4-1-19 国内需要に対する輸入比率
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（注）自動車の最終需要1から派生して生まれる国
内の付加価値額。45部門に統合したIO表から推計。
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（資料）総務省「産業連関表」

このように自動車の部品構成が変化する結果、自動車の最終需要からの国内への波及
効果は小さくなることが見込まれる（図表 4-1-18）。電池など産業用電気機器の投入は
増えるが、内燃機関等の部品の減少が減少するためだ。自動車部品は国内生産でまかな
う割合が高いが、電池等はそれに比べて輸入の割合も一定程度ある（図表 4-1-19）。し
たがって国内の付加価値への波及効果は 1 割強減じることになる。
さらに先述した最終需要の自動車からモビリティ・サービスへのシフトまで考慮する
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と、人の移動需要から誘発される生産額および付加価値額は、ともに製造業からサービ
ス業へシフトするとみられる（図表 4-1-20）。部品の投入の多い製造業が小さくなるた
め生産額は下押しされるが、付加価値でみれば大きくなりうる。
図表 4-1-20
45 兆円

人の移動需要（自動車購入や道路輸送サービス）から誘発される生産額

＜生産誘発額＞
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（注）自動車購入、ガソリン、整備費、道路輸送サービスの国内最終需要から誘発される
国内生産額および付加価値額を、改革シナリオを基にした産業連関表を用いて試算。

このように自動車の変革の波は、自動車メーカーや部品メーカーなどの自動車産業だ
けに留まらず、その他の産業にも多大な影響を及ぼすことになるだろう。

1-7.

MaaS 社会構築のためのインフラ投資と制度設計を

MaaS の進展には自動車業界に CASE の変革をもたらすことが不可欠であり、そのた
めのインフラ整備に係る投資を促進する必要がある。
Connected（つながる車）、Autonomous（自動運転）の実現には、高速大容量・低遅
延・多数同時接続が可能な 5G 通信網の整備が必要である。自動運転は車載センサーが
収集したビッグデータを車載コンピューターおよびクラウド上の AI で処理させること
で車両を制御する。高速で移動している自動車であることからリアルタイム性（低遅延）
と高速性が求められるほか、ビッグデータ通信のための大容量の通信が必要である。米
インテルの試算によれば、自動運転車は 1 日当たり 4 テラバイトのデータを生み出すと
いう。また、米調査会社ガートナーによれば、1 台の自動運転化されたコネクテッドカ
ーのデータトラフィック量は 1 日 767 テラバイト超である。交通インフラとして自動運
転車を普及させるためには、この量のデータを多くの車両が同時にやり取りできる通信
環境が必要であり、1 ㎢当たり 100 万台以上の機器を同時に接続可能で、4G の約 20 倍
の最大 20Gbps の高速大容量通信が可能な 5G 通信網は不可欠なインフラである（田中
(2018)）。
道路側インフラの整備も必要である。自動運転は、自動車側に搭載した自律系センサ
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ーで、運転の大部分を対応するが、自律系センサーで対応が難しい地域・状況を補完す
るために、道路側インフラにもセンサーや路車間通信装置の整備が必要となる。交通量
が多く歩行者も多い交差点、交通量が多く右左折の車線が複雑に切ってある交差点では
死角ができる。この死角を埋めるため、交差点の信号機や標識などの構造物に広角高精
細のカメラやセンサーなどを設置することが必要となる（冷泉 (2018)）。
道路インフラについては、歩車分離（自動車と歩行者の分離）を進めることも、自動
運転の安全性を担保するためには重要である。また、自動運転車と非自動運転車が混在
する過渡期においては、両者を分離することも検討すべきであろう。自動運転車は、車
体コストの高さからトラックやバスなどの商用車の需要が先行するとみられる。特に労
働集約型産業であるバス産業や運輸産業においては、人⼿不足が深刻な課題となってお
り、喫緊の対応が必要である。国土交通省 (2019)は「自動運転に対応した道路空間に関
する検討会」中間とりまとめ案として、中山間地域等のバスや高速道路におけるトラッ
ク隊列走行において、自動運転車と一般車両を構造的に分離する方向で検討を進めると
している。
制度面では、上記投資を促進するための制度設計が必要となるほか、交通サービスの
利便性を高める施策も必要となる。
マルチモーダルな MaaS 社会を構築するためには、複数の交通サービスを円滑に接続
するために、各事業者が保有するデータや API の標準化と相互公開が必要である。MaaS
における交通サービスの統合レベルを、Sochor et al. (2018)はレベル 0〜4 に分類してい
る（図表 4-1-21）。レベル 0 は、それぞれの事業者が個別に運輸サービスを提供してい
る状況である。レベル 1 は、事業者の情報を統合して提供するサービスで、既存の経路
検索サービス（Google マップ等）が該当する。レベル 2 になると、経路検索だけでなく
予約や決済もできる統合型のプラットフォームとなる。レベル 3 は、予約や決済ができ
るだけでなく、複数の交通サービスを１つのパッケージとして提供するサービスの段階
になる。最後にレベル 4 は、都市計画やインフラ整備などの施策が交通政策と一体とな
って立案されている状況を指す。
図表 4-1-21

MaaS 統合レベル
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総務省は「公共交通分野におけるオープンデータの推進に関する検討会」を設置し、
交通事業者と経路探索事業者の間でのデータ受け渡しの標準化を進めている。データの
標準化・公開だけではレベル 2 の統合段階にしか至らず、レベル 3 以上の統合段階を求
めるためには、公共交通サービスの決済・乗車機能といった API を標準化・相互公開が
必要である。
MaaS プラットフォーマー、オペレーターによるシームレスな交通サービス実現する
ためには運賃設計の柔軟度を高めることも求められる。日本では公共交通の運賃につい
て、認可申請または届け出が必要なことが多い。複数の輸送モードを均一料金で乗り放
題可能な乗車券は存在するが、観光での利用を想定した利用期間の短いものが大半であ
る。一方、海外ではフィンランドの MaaS Global 社が提供する「Whim」のように、月
額定額でのサブスクリプションモデルによるサービスが提供されている。特定の条件や
複数の交通事業者をまたぐ場合に、定額制も含めて柔軟な運賃設計が可能となるような
制度設計が必要だろう。
自動車産業のサービス産業化を促進するために、シェアリング・サービスの議論も前
向きに行うべきと考える。1.1 で述べたように、日本では有償のライドシェアについて、
一部の過疎地域を除き、道路運送法で「白タク」として規制されている。競合するタク
シー業界からの反発が強いことや、安全性の問題からの規制であるが、独自の規制で既
存の自動車旅客運輸業を保護することで、かつての携帯電話市場で起きたようなガラパ
ゴス化による国際競争力の低下をもたらす危惧はないだろうか。ライドシェア企業は自
動車の運転⼿と利用者をつなげるプラットフォーマーである。プラットフォームの利用
データやドライバーの運転情報というビッグデータを収集し、AI を活用したビジネスを
行っている。アメリカではウーバーやリフト、中国では滴滴出行などデジタル化に先行
する国ではこうしたライドシェア企業が⾶躍的な成⻑を遂げている。高水準のハードウ
エアを誇りながら、ソフトウエア・アプリケーションのプラットフォームを構築できず、
国際競争力を失った携帯電話・スマートフォン市場のように、自動車産業がガラパゴス
化することがないよう、日本でもシェアリング・サービスの解禁に向けて舵を切るべき
だろう。

＜参考文献＞
Bloomberg NEF（2019） Electric Vehicle Outlook 2019
Ganter, Rolf, Carl Berrisford, Kevin Dennean, & Sally Dessloch (2019) “Smart Mobility,”

UBS Longer Term Investments
International Energy Agency（2019） Global EV Outlook 2019
Sochor, Jana, Hans Arby, MariAnne Karlsson, & Steven Sarasini (2018) “A Topological
Approach to Mobility as a Service: A Proposed Tool for Understanding Requirements
and Effects, and for Aiding the Integration of Societal Goals,” Research in

- 68 -

第 46 回中期経済予測
予測期間: 2019-2035 年度

Transportation Business & Management, Vol. 27, pp.3-14
岩田和之・馬奈木俊介（2018）『自動運転の導入による走行距離への影響：家計への調
査を用いた実証分析』
経済産業省（2010）『素形材産業ビジョン

追補版』

経済産業省（2018）『自動車新時代戦略会議

中間整理』

経済産業省（2019）『平成 30 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電
子商取引に関する市場調査）』
国土交通省（2019）『自動運転に対応した道路空間のあり方「中間とりまとめ」〜政府
目標達成のために道路インフラが早急に取り組むべき事項を提言〜』
田中道昭（2018）『2022 年の次世代自動車産業』、PHP 研究所
間瀬貴之 (2019) 「産業連関表における電動車部門の推計と電動車の生産台数シェア上
昇のシミュレーション分析」、電力中央研究所社会経済研究所ディスカッションペ
ーパー SERC18001
冷泉彰彦（2018）『自動運転「戦場」ルポ』、朝日新聞出版

- 69 -

第 46 回中期経済予測
予測期間: 2019-2035 年度

BOX

自動車の保有台数と販売台数との関係

本文 1-4 節で、自動車の保有台数と新車販売台数の見通しを示した（図表 4-1-12）。
自動車の保有台数の前年差（Δ保有台数）と新車販売台数との間には以下の関係が成り
立つ。
Δ保有台数

＝

新車販売台数

−

廃車台数

新車が売れればその分保有台数は増え、買い替えであれば廃車と同時に購入するので
保有台数は変わらない。DX で車の稼働効率が高まるのに伴い、耐用年数は短くなるこ
とが予想され、乗用車の保有台数に対する年間廃車台数の比率（廃車率）は、18 年の 7％
弱から、35 年には 9％弱まで上昇すると想定する（BOX 図表 1）。その廃車率および保
有台数の想定から、35 年度の国内の新車販売台数は 18 年度対比でほぼ半減すると予測
される。保有台数の増減率を新車販売による増加要因と廃車による減少要因に分解して
示すと BOX 図表 2 のようになる。
35 年にかけての販売台数の減少率が保有台数の減少率よりも大きい見通しとなって
いるのは、MaaS へのシフトで国内の保有台数が減っていく過渡期で、既存の車がシェ
アリング等で有効活用されるという前提にも依存している。仮に MaaS へシフトする際、
既存の自家用車は廃車にしてしまい、MaaS 対応の新車を事業者が購入するということ
になれば、廃車率は保有台数の減少と連動して上昇し、販売台数はこれよりは上振れる
ことになる。
また、保有台数の減少が落ち着いたときには、現時点からの新車販売台数の減少率は、
買い替えサイクルが短期化（＝廃車率が上昇）する分、保有台数の減少率より小幅にな
る可能性がある。
BOX 図表 1
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