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■はじめに

　世界経済は100年に一度の大転換期にある。

①エネルギー革命（地球温暖化対応による脱

化石燃料の動き）、②情報革命（大容量高速

通信とAⅠによる効率化）、③金融革命（暗

号資産の登場や決済手法のデジタル化による

既存の枠組みの変更）の三大革命が同時進行

していることがその要因だが、それぞれが密

接に絡み合いながら、構造変化の領域を大き

くしている。これに加えて、新型コロナウイ

ルスによる非接触型社会へのシフトが世界中

で急速に起こり、従来の社会生活とは大きく

異なる新常態が生まれ始めている。今後も環

境変化が複雑化していくはずで、世界経済を

取り巻く不確実性は大幅に増大するだろ 

う。

　新常態では、従来の勢力に代わる新興勢力

が登場し主役が入れ替わることがある。今ま

での王者も昔の経営戦略のままでは生き残れ

ない。新常態で生き残るためには企業変革力

が必要である。重要な点は、過去の成功体験

を捨てて、新常態に適応する経営思考を持つ

ことだ。

　自動車業界も大転換期に入った産業の一つ

で、過去に経験したことがない技術変革や収
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益基盤の地殻変動が起きている。特に重要な

点は、①電気自動車（EV）、②AIや情報通

信技術による自動走行、③新素材による軽量

化、という３つの非連続（破壊的）イノベー

ションが大きく影響する点だ。

　100年間続いた『人が運転する鉄製のガソ

リン・ディーゼルエンジンのクルマ』が、『自

動走行の新素材製の電気自動車（EV）』に変

わろうとしている。

　ただし、こうした変調を自動車産業だけの

問題としてとらえようとすると、本質を見誤

ることになる。背景にあるのは「気候変動と

エネルギー問題」、そして「社会のIoT化」で、

いま自動車産業に起きている動きは、それら

の動きの一角にしかすぎないからだ。

　温室効果ガス（CO2など）の削減目標を定

めたパリ協定、SDGs（持続可能な開発目標）、

さらにはTCFD（気候関連財務情報開示タス

クフォース）の提言により、企業活動は「脱

炭素」へシフトしつつある。いまやESG（環

境・社会・ガバナンス）への取り組みが甘い

企業は、投資家や金融機関から資金を集める

ことさえできない。こうしたトレンドが自動

車産業にも影響し、CO2排出の要因であるガ

ソリン／ディーゼル車から電気自動車（EV）

への移行に拍車をかけている。

　クルマの未来技術は「電動化」だけではな

い。「CASE」（ケース：コネクティッド、自

動走行、シェアリング、電動化）が自動車の

技術進化に大きな影響を与えているが、「イ

（図表１）100年に一度の自動車産業の構造変化

《構造変化》

パワトレ 

車体製造・販売 

制御 

新車販売台数 

モビリティサービス
（カー・ライドシェア等） モビリティサービス×自動運転 

�　ICT等異業種との融合・競争 
�　モジュール化の進展 

�　従前のタテの構造も、 
�　他レイヤーから浸食の可能性 

�　モジュール化の進展 

�　異業種との融合・競争 
�　MaaSプレーヤーのプラット

付加価値の奪い合い 

付加価値の奪い合い 

付加価値の奪い合い 

2018年：0.9億台 

2030年:1.2億台 
（50年:1.6億台） 

モビリティサービス×自動運転でどこかで頭打ちの可能性

 

A
S
E
A
N 

情報・制御系OS、ECU等 

センサー［ミリ波レーダー、Lidar、カメラ等］

アウトカー［クラウド・サービス］

C：コネクテッド
A：自動走行 

E：電動化 

S：サービス
A：自動走行 

新車販売比約
４割

（18年約５割） 
同約６割 
（18年約５割） 

パワー半導体等 

モーター

電池 

現在
（エンジン車中心）

2030年以降
（CASE本格化後）

フォーマー化 

イ
ン
ド
等

中
国

欧
州

北
米

日
本

１
台
あ
た
り
付
加
価
値



36
月
刊資本市場　2021．５（No. 429）

ンターネットにつながった自動走行車」が未

来の自動車の基本性能であり、事故の低減、

高齢者の移動手段、運輸におけるドライバー

不足の解消、渋滞緩和などが期待されており、

巨大な市場に発展する可能性を秘めてい 

る。

■１．なぜEVなのか

　自動車メーカーにとって、EVは重要な未

来技術だが、今のところ収益源にはなってい

ない。しかし、PHVも含めたEVの世界市場

は2025年には3,000万台に達するとの予想も

あり、これから市場は大きく拡大する。これ

ほどEVが注目されているのは、先進諸国で

の環境規制が強化されているからだ。地球温

暖化が現実化している中で、環境対策は今後

もますます強化されていくだろう。気候変動

対応のための環境規制強化の流れは欧州が先

行するが、バイデン政権が発足後すぐにパリ

協定に復帰したことでも明らかなように、今

後は米国が欧州を急速に追い上げるだろう。

中途半端な戦略しか示せねば日本は明らかに

後手に回る。

　米カリフォルニアでは、EVやFCVなどの

ゼロエミッションビークル（ZEV）をある

一定数販売しなければならず、達成できない

分は達成しているテスラなどのEVメーカー

からZEVクレジットを入手しなければなら

ない。HVはZEV対象外となっているため、

日本メーカーはEVベンチャーなどからクレ

ジットを購入しており、このZEVクレジッ

ト取引を利益の源泉としているEVメーカー

もある。

　欧州でも、EUが乗用車のCO2排出量を１

km当たり95グラムとする規制を2021年から

導入する。特に大型モデルが主力の自動車メ

ーカーにとっては、相当ハードルが高い規制

である。もちろん、達成できない場合は課徴

金が課せられる。現時点では、無理やりにで

もEVを生産して影響を薄めるというのが、

欧州メーカーや欧州で車を売る企業の戦略と

なってきている。

　従来の常識が壊れる新常態では、考えもし

なかった変化が大きな波となる。急速に機運

が高まった気候変動への対応では、再生可能

エネルギーを活用した生産や物流へのシフト

を行なわねばならない。投資手法も大きく変

化しており、重要性と影響力が高まっている

ESG投資では、従来のリスクとリターンとい

う二次元の投資から、社会的インパクトを考

慮した三次元の投資にシフトしてきた。ここ

で求められるのは単なる投資効率の追求では

なく、環境や社会への貢献を考慮した持続的

成長である。

　重要な点は、このような環境変化が従来の

安定した供給体制を否定する点だ。利潤追求

に加えて、環境や社会への適正な配分を行う

企業経営が共感を生み、持続的成長を妨げる

行為や環境破壊を助長する行為は消費者の反

感を生む。このような社会的な共感を生む土

壌が熟成されてきたからこそ、従来では考え
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られなかったようなインパクトでガソリン車

やディーゼル車を否定してEV化が進むので

ある。

　問題は、従来のガソリン車とEVが「全く

の別物」であることだ。EVの技術は非連続

イノベーション、つまり従来技術の延長線上

にないため、従来車とは別の研究開発部門、

サプライチェーンを持つ必要がある。EVの

場合は、バッテリー、インバーター、モータ

ーなどの主力部品を中心に簡単に組みつけら

れるため、かなり短い組み立てラインで自動

車が生産できるようになるだろう。自動車メ

ーカーのノウハウはすり合わせ技術であった

が、樹脂系新素材をボディに使用する未来の

EVでは、すり合わせ技術と、元々自動車メ

ーカーが持っていたプレス・溶接・塗装の技

術の重要度が低下する。よって、未来の自動

車メーカーは、生産プロセスで持っていたノ

ウハウをかなり失うと考えるべきなのであ

る。

　従来のガソリン車市場では、数量効果（規

模拡大）によってコスト競争力を高めること

が、競争に打ち勝つ前提条件だった。たとえ

ばトヨタ自動車は、スバル、マツダ、スズキ

と緩やかな資本提携を結び、「1,800万台クラ

ブ」を結成している。以前なら1,000万台規

模でも戦えたが、もはや十分ではない。ヨー

ロッパでは、ボッシュやコンチネンタルとい

った技術力に優るメガサプライヤーが、

BMWやフォルクスワーゲン、ダイムラーの

ドイツ系３社などの完成車メーカーを従え、

「2,000万台クラブ」を構築しているから 

だ。

　部品メーカーが完成車メーカーを逆支配す

るこの体制は、完成車メーカーを頂点とする

日本の垂直統合モデルとはまったく異なる。

特定の完成車メーカーの意向のもとに各サプ

ライヤーが部品をつくるのではなく、メガ

サプライヤーが独自の新技術を核に部品を

モジュール化し、自動車メーカー各社にア

プリケーションを変えながら供給するのが

特徴だ。今後EVの製造が進展すればますま

すその傾向が高まると予想され、日本のメ

ーカーにとっては、対抗できる新しいビジ

ネスモデルの構築が喫緊の課題になってい

る。

■２．EVの前に立ちはだかる
課題

　ガソリン・ディーゼル車の新車販売禁止

の動きは世界中に広がっている。イギリス

やフランスなどは2040年から販売を禁止す

る計画だ。しかしながら、EVを本格普及さ

せるのにはクリアせねばならない課題があ

る。

　まず電池のコスト削減だ。EVの本格普及

には現在の３分の１に相当する約50ドル／

kWhの電池セル価格を実現しなければなら

ない。NEDOのロードマップでは、二次電池

（充電式電池）用途でのエネルギー密度は、

2020年ごろは250Wh／kg、2030年ごろは
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500Wh／kg、2030年以降は700Wh／kgが要

求され、コストは順に約２万円／kWh、約

１万円／kWh、約5,000円／kWhと、現在の

４分の１程度を目標にしている。現在主力の

リチウムイオン電池で必要な貴金属はリチウ

ムやコバルトだが、これらは市況品で原産地

が限定されるため価格は高騰しており、電池

コスト低減のネックになっている。リチウム

やコバルトはスマホのバッテリーにも使われ

ているが、自動車向けに使われるようになる

と需要数量は圧倒的に増えていく。当然、価

格は暴騰する。今後はマグネシウムなど普及

している安い金属を使用する金属空気電池な

どの開発が進み、コストの安い次世代のバッ

テリーの実用化が待たれる。

　しかしながら、安いコストだけではだめで、

電池の長寿命化を実現する必要がある。寿命

は現在の５年程度を10年に延ばさねばならな

いだろう。ガソリン車などに比べてEVの残

存価格が低いのは、劣化したバッテリー交換

に非常に高い費用がかかるためだ。その分、

本体がディスカウントされてしまう。また、

発展途上の技術を使った製品は、新しい製品

が出るとすぐに残存価値が落ち、中古価格を

維持できなくなる。このため、EVを選択し

たユーザーは、EVの残存価値がすぐに低下

するため、EVを購入するよりもリースやレ

ンタルで乗ったほうが得だと判断するだろ

う。電池の長寿命化を実現しなければ、中古

EV価格の下落リスクがつきまとう。実用面

での課題は航続距離だ。高速道路で真冬にヒ

ーターを付けて走行すると300kmどころか

100kmを走行するのも厳しい。これはバッテ

リーのエネルギー密度に起因する問題であ

る。

　さらに、ライフサイクルアセスメントの観

点からは、クリーン電力の確保が重要課題に

なる。日本では今、全部の原発の再稼働をし

なくても電力の供給はある程度カバーできて

いる。これは、火力発電でカバーしているか

らだ。しかしながら、欧州を中心に気候変動

対応で温暖化ガスを排出する火力電力に対し

てネガティブな動きが高まっている。一方、

EVが普及し急速充電の量が急増すると、一

部地域だけ電力の消費が増えるため、電力安

定供給のために発電能力を増強せねばならな

い。EVを都市部で将来100万台以上普及させ

るなら、政府がエネルギー政策の根幹をしっ

かりと見直し、電力供給のプランを送配電

網の再整備なども含めて立てていく必要が

ある。従来の発想ではなく、水素という形

で電力を貯槽するという方法で、燃料電池

を活用した都市部での局所発電を増やすこ

とも重要な国家戦略になろう。水素社会の

インフラの強化における一挙両得の策であ

る。

　マンションなどの集合住宅の場合は、理事

会で決めないと充電設備を設置できないなど

の制約もあり、普及のネックとなっている。

EV普及は、電力供給に加え充電器などのEV

用インフラの普及も併せて考えていかなけれ

ばならない。
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　EVの弱点を克服するのがPHEVや水素か

ら電気を生産して走るFCVだ。FCVもクル

マの能力としては、ある程度完成形に近づい

てきている。しかしながら、エネルギー密度

が一番低い気体を燃料としている点は改善余

地がある。気体状態の圧縮水素の安全性を確

保するためにコストも掛かっており、インフ

ラ整備とコストの一段の削減が課題となって

いる。FCVの普及には水素ステーションな

どの供給インフラ整備が必要だが、莫大なコ

ストがかかる。初期投資もさることながら、

水素ステーションのランニングコストも課題

であり、現時点では水素社会の実現は非常

にハードルが高い。しかしながら、中東の

地政学的リスクの高まりなどもあり、燃料

電池の局所発電での利用はその対抗策とな

る。

　燃費改善を考えると、車体を軽量化する必

要があり、いろいろな新素材の活用が求めら

れている。従来は鉄鋼メーカーや樹脂メーカ

ーが素材を供給するため、自動車メーカーは

素材開発に注力していなかった。しかしなが

ら、新素材の共同開発にまで踏み込まないと

本当の競争力は生まれない。この分野でも、

気候変動に対応した戦略が必要で、石化から

生まれる新素材でなく、カーボンセルロース

のような植物由来の新素材の活用が必要にな

るだろう。

　新興国で不自由なく電気を得られる国は世

界では少なく、長距離を安全にしっかりと走

り切ることができるガソリン車やディーゼル

車は、自動車の普及率が低いアジアやこれか

ら需要がテイクオフするアフリカなどでまだ

主流の座を守る可能性が高い。ただし、従来

よりも格段に燃費効率のいい新型エンジン搭

載車が求められるようになるだろう。一方、

新興国でも、先進国で先行活用されたクリー

ン電力の生産インフラとEVが同時普及する

シナリオも、インフラ原資さえ整えれば実現

する可能性があること点に注意しておきた

い。

　先行するテスラをキャッチアップする勢い

で欧州自動車メーカーが急速にEV化を進め

ている。彼らは、2030年までに全車をEVに

する計画だが、日本の自動車メーカーはその

ような急ピッチの戦略を考えていない。まだ、

EVの普及は現実的でなく、まだまだHVが活

用できると考えているからだ。この判断は甘

いと言えよう。EVが今は赤字でも売り続け

るしかなく、今後の経営環境は厳しさを増す

だろう。それを承知で生き残り競争に突入し

たのが欧州であり、近い将来、米国などでも

同様な動きがでるだろう。今はそれの前哨戦

である。

■３．ビジネスモデルの転換が
必要

　従来のガソリン車のサプライヤーである部

品メーカーにとっては、完成車メーカーの

EVへのシフトは死活問題だ。当面は従来車

とEVの両面戦略が続くため、少なくともあ
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と10数年間は仕事がなくなることはないが、

提携や合併も含め、現地需要が大きいインド

やアフリカなどの海外へ進出する必要があ

る。

　クルマの製造がEV中心になれば、電動化

された車両はアンダーボディの構造が単純に

なり、駆動モーターやインバーター、バッテ

リーなどのモジュールを組み立てるだけで、

クルマが生産できる。部品メーカーが生き残

るには、そうしたモジュールに採用される部

品をつくる以外に道はない。次世代車は幅広

い技術が必要であり、技術領域によって戦い

方は変わってくる。既存技術力を生かすこと

はもちろん、これまで以上に品質や耐久性、

コスト競争力が問われる。生産技術を「ブラ

ックボックス化」することも重要な戦略の一

つになろう。

　生存手段としては、これとはまったく別の

アプローチもある。駆動系の技術は、たとえ

ば介護ロボットや介護用パワーアシストにも

転用できる。クルマではなく「モビリティ」（移

動）として考えるなど、発想を柔らかくして

需要開拓を行うことも必要だろう。

■４．既存技術生き残りは新興
国戦略

　収益地域も変化する。日米欧を中心とする

先進地域は最初に新技術を実用化するという

重要性がある。しかし、ここでは自動走行の

EVやPHEVなどが主役になるため、収益低

下地域になる。EVには多額の研究開発費を

かけた半導体やセンサー、高価格のバッテリ

ーなどの新技術を搭載するので採算は悪化す

る。我々の推計では、EVは100万台がブレイ

クイーブンポイント水準になる。それまでは

赤字を覚悟でビジネスを展開せねばならな

い。

　その間、アジアやアフリカでは、既存技術

を進化させた既存車を売り、地域をキャッシ

ュ・カウ化して、先進のクルマに研究開発費

を投入しなければ生き残ることができない。

新興国向けの既存技術進化と先進国向けの新

技術開発という二面戦略を余儀なくされるた

め、多様な提携が増えていく。

　EV化で不要になる部品への売上依存度が

高い日本の部品メーカーも収益地域のシフト

が必要だ。エンジンが不要になれば、エンジ

ン本体部品、エンジン動弁系部品、エンジン

燃料系部品、エンジン吸・排気系部品、エン

ジン潤滑・冷却系部品、エンジン電装品など

がなくなる。しかしながら、新興国では少な

くとも10数年間はガソリン・ディーゼル車の

需要が伸びる。それを前提に、主力工場をイ

ンドやアフリカに移して生き残りを図ること

も考えるべきである。開発は日本で行う必要

があるが、生産は安定的な政治体制で日本と

の関係が密な国へ持っていくのが絶対条件

となろう。従来技術での競争は最後のサバイ

バル競争になる。技術や体力で劣り倒産する

企業は脱落するが、強い企業は冷徹に売上高

やシェアを拡大して残存者メリットを享受
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する生き残り戦略を実行していくべきであ

る。

　競争相手も自動車メーカー同士の戦いか

ら、電機、通信、素材などの業界からの新規

参入組みとの戦いに変る。これらの新規参入

組みをライバルと見るか、あるいは新たな提

携相手と見るのかで、戦略は変わる。当然、

アライアンスを組んで連合体を形成するべき

だ。

■５．アッパーボディが脚光を
浴びる時代に

　自動車がEV化し、自動走行が進化すると、

アンダーボディは規格統一された同じような

ものが使用されていく可能性が高い。現在の

自動車のブランド力や価値は、エンジンや足

回りなどだが、10年後にはアンダーボディの

能力では差別化できない時代がやってくる可

能性が高い。

　電動化した車両のアンダーボディの構造は

単純だ。モーター、バッテリー、インバータ

ーなどは共通化される。この結果、将来は、

ブランド差別化の要素がアッパーボディにシ

フトするだろう。アンダーボディは共通化さ

れ、アッパーボディでどれくらいブランド価

値を上げていくのかが問われる。

　自動走行を前提に考えると、ハンドルがな

い今までにない発想が出る。自動運転が進展

していけば、ドライバーの拘束時間が短縮さ

れ、居住性の向上が重要視される。そもそも

人が運転しなくなるため、クルマ酔いを防止

する内装が必要になるかもしれない。そして、

車内空間の高級化、時間を有効活用するため

のコンテンツの提案などのサービスが入って

くる。

　家の中の機能と、クルマの中の機能がマッ

チングしていく可能性も高い。家でゆっくり

と過ごせない人は、クルマの中でくつろぐと

いう選択をするケースも出てくるだろう。そ

ういうことを望む人は、クルマを所有するか

もしれないが、逆に、無人の自動走行車を呼

んで、数時間ドライブして車中で気分転換を

するという使い方も考えられる。こうしたク

ルマの新しい使われ方や提案が出るだろう。

従来の発想に頼っていてはだめで、新たな視

点で広く深くサービスを開拓しなければなら

ない。

■６．資金確保が生き残りの鍵

　自動走行が実用化できれば消費者の利便性

が増し社会が変わる。排ガスを出さないEV

（電気自動車）になれば環境にとっても良い。

しかし、最大の問題点は、自動走行やEVの

技術開発と実用化には多額の研究開発投資が

必要であり、それらの技術を搭載するクルマ

の収益は長期間赤字が続く可能性が高いこと

だ。

　さらに今後は、米中覇権戦争によるブロッ

ク経済化、戦略物質や戦略技術の中国への輸

出禁止など問題がある。米中関係悪化で、米
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国を中心とするブルー経済圏と中国を中心と

するレッド経済圏の２つの経済ブロックが成

立し、お互いの製品や技術の自由な交易が制

限されれば、日本企業が両方の経済圏に対応

するためには、効率が悪い二重投資を余儀な

くされる。自動車産業で生き残るには、潤沢

な資金の確保が重要で、それを確保する為の

鍵を握るのは新興国しかない。

　１人当たりGDPが3,000ドルに到達すると

モータリゼーションがスタートする。世界の

自動車販売台数は2017年に9,600万台を超え

たが、2030年代には１億2,000万台以上にな

ると予想される。今後10数年で2,000万台以

上増加するが、大半が新興国での増加だ。今

後の経済成長力と潜在的な自動車普及の可能

性を考えると、当面は人口が多いインドなど

アジアがけん引役になり、2030年以降はアフ

リカのテイクオフが貢献する。従来よりも格

段に燃費効率が良く、排ガス性能に優れる新

型エンジン搭載車が求められるようになるだ

ろう。その点では、すでに実用化が進んでい

るHV（ハイブリッド車）やPHV（プラグイ

ンハイブリッド車）は、新興国でも有望な技

術として10数年間は利益を生む源泉となろ

う。

■７．新たなサプライチェーン
構築へ

　100年間続いた既存のクルマが、「自動で走

る新素材製の電気自動車」に変わるためには、

新たなサプライチェーンの構築が必要だ。最

近は、自動車産業内の再編だけではなく、電

子部品産業、ソフト産業、AI産業、通信産業、

新素材産業などとの提携による合従連衡が

日々行われ、世界中の自動車産業の大構造転

換が起こっている。言い換えれば、メカニカ

ル技術中心だった狭い範囲の自動車産業が、

CASEなどの新技術を取り込むことによって

技術領域を大幅に拡大してさらに巨大化する

のだ。

　例えば、EVが普及するためには、絶対条

件としてエネルギー密度の高い低価格バッテ

リーが登場しなければならない。また、EV

普及には電力供給や充電インフラの充実も必

要だ。TCFD（気候関連財務情報タスクフォ

ース）により、気候変動リスクが金融システ

ムや各産業に与えるリスク認識が世界で一挙

に拡大、化石燃料ダイベストメント（投資撤

退）などが起こり、石炭火力発電に対する逆

風が吹いている。EVを都市部で普及させる

なら、政府がエネルギー政策の根幹をしっか

りと定めて、電力の安定供給プランを発電シ

ステムと送配電網の再整備を中心に再考する

必要がある。例えば、燃料電池を活用した都

市部での局所発電を増やすことも重要な国家
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戦略になろう。

　EV普及は電力供給に加え、充電器などの

EV用インフラの普及も併せて考えていかな

ければならない。マンションなどの集合住宅

の場合は、理事会で決めないとEV用の充電

設備を設置できないなどの制約もあり、充電

設備の普及がネックとなっている。

　新技術がゲームチェンジを起こす可能性も

ある。高速道路で非接触型の充電インフラを

設置して、高速走行する車に常時充電できる

なら、長距離走行が可能になる。現時点では、

電気バスが停留所で停止している時の非接触

充電が実用化されている。高速走行での非接

触充電の道が拓ければ、一挙にEVの本格普

及がスタートするだろう。

　水素を燃料とするFCEV（燃料電池車）は

未来のクルマとして有望である。すでに少量

生産で実用化されているが、白金を使用する

燃料電池スタックや厳しい品質精度が要求さ

れる高圧圧縮水素ボンベのコスト低減などの

課題がある。さらに、水素ステーションなど

の供給インフラ整備が必要で、莫大なコスト

がかかる。初期投資もさることながら、水素

ステーションのランニングコストも課題であ

り、現時点では水素社会実現のハードルはま

だ高い。しかし、中東の地政学的リスクの高

まりなどもあり、電気を水素という形で貯槽

可能な水素社会の実現は日本の未来にとって

重要な国策となる。また、燃料電池による小

規模な局所発電の利用はEVの普及による電

（図表２）自動車産業を越えたエネルギーインフラや都市インフラとの連携が必要

自動車産業を越えて、エネルギー・都市インフラ等との間でデータ連携を進めることで、エネルギーやデータを有効活用した新サービスを創造し、
気候変動問題や都市問題の解決に貢献 

統合ECU（ElectronicControlUnit）、IVI（In-VehicleInfotainment）

燃料電池 バッテリー パワー半導体 内燃機関 

In-CarData（パワートレイン稼働情報、バッテリー残存性能情報、振動情報、故障予知情報等） 
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力供給不足の具体的な解決策にもなる。

■８．MaaSが生む未来の可能性

　MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）

の最大のメリットは、移動手段などで消費者

の利便性が向上することで、実現すれば社会

構造が激変する。MaaSでは、電車、バス、

クルマ、自転車などあらゆる交通手段が、１

つのサービス（アプリ）上に統合され、決済

も一括管理でき、使用者にとり効率的な移動

手段と経済性を持つ未来社会が生まれる。

MaaSは同時に家庭や企業ともIoTでつなが

る未来のXaaSを構成する重要な領域になる。

MaaS実現には、人と移動手段がIoTで繋が

り、その決済も一括でできる技術が必要にな

る。よって、「サービスはマルチに、情報提

供（決済も含む）はワンストップで」が、キ

ーワードになる。最近はスマホ決済が一般化

したが、MaaSでも消費者に選ばれる安全な

情報提供・決済システムが最重要になる。だ

が、多面的な移動手段の決済をグローバルで

実行できる金融機関は大手に限定され、「決

済を制するものがMaaSを制す」状況になろ

う。

　現在、フィンランドのヘルシンキでは「ウ

ィム」と呼ばれるサービスが提供されている。

スマートフォンなどを使い、目的地までの最

適な交通手段の検索、予約、決済を一括して

行える「MaaS」（マース：モビリティ・アズ

・ア・サービス）の先進事例であり、将来的

には自動走行のEVがモビリティの一翼を担

う。MaaSは「社会のIoT化」の一例であり、

2040年ごろには「マイカー」の存在しない社

会が実現しているかもしれない。コックピッ

トが存在しない自動走行車は“移動する居

住空間”となり、ネットを介したさまざま

なサービスが可能になる。そんな未来を見

据え、グーグルやアップルを筆頭とするア

メリカのプラットフォーマーがその主導権

を握るべく、EVに参入しようとしているの

だ。

　欧州でのMaaSは巨大化する都市化対策と

して始まった。都市の人口増加で、交通機関

や道路・駐車場などのインフラ投資が拡大し

て財政が悪化、大気汚染などの環境破壊も進

行している。これを回避する手段としての

MaaSのメリットは大きい。①高齢者や障害

者も含む全ての人が利用可能で移動の利便性

が改善、②インフラの最適化、③渋滞軽減、

④大気汚染軽減などである。日本では過疎化

する地方の移動手段確保としての役割も期待

されている。

　MaaSが生み出す未来社会は、人が効率よ

く移動できるようになるため待ち時間などの

ロスがなくなる。しかし、実現への課題は極

めて多い。①自動車の自動走行などの技術と

規制が実用化の最重要要素だが、規制は国に

より異なり実用化時期が予測しにくい、②自

動走行の実用化のガイドラインが未整備、③

ライドシェアはビジネスとしてまだ未成熟で

稼働率や平均輸送人数を拡大する工夫が収益
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化の鍵となる、④物流では最後の荷物搬入で

人間の力が必要だが、将来はロボットとの融

合も必要になる。

　MaaSでは、インフラ全体をコントロール

するAI技術を持つプラットフォーマーが主

役になり、自動走行のクルマは脇役になる。

しかも、ユーザーの思考が「所有から使用」

に変化し自動車の個人所有が減少、クルマの

販売店は販売から整備・清掃ビジネスにシフ

トせねばならない。自動車金融も個人向け自

動車ローンが減少してリースが増加しよう。

ただし、稼動時間が大幅増加するシェアカー

では使用年数が数年に縮小され、残価リスク

も大きくなる。交通事故減少で自動車保険制

度も抜本的に変わる。

　クルマの設計手法や生産手法も変化する。

①稼働率が高いシェアカーのライフサイクル

を３年とした新たな品質基準の策定、②整備

が簡単な交換型のモジュール設計、③清掃が

すばやくできる素材や機能などが必要だ。ま

た、シェアカーのモデルサイクルが３年にな

れば、自動車の生産能力を数倍に拡大せねば

ならないが、効率的な新サプライチェーンを

構築した企業連合だけが収益を確保し生き残

れるだろう。MaaS実現への道のりはまだ遠

い。

■９．ダイナミック・ケイパビ
リティが最重要

　社会変革のスピードが遅かった時代は、過

去の体験の延長線上から将来を予測するフォ

アキャスティングが経営思考の主流だった。

しかしながら、不確実性が高まる新常態での

新たな思考方法は、理想の未来を実現するた

めに必要な条件を考え、それを実現するため

に何が必要かを考えるバックキャスティング

が主流となる。社会的課題の解決に向けて、

技術革新をベースに未来の経営デザインし、

その実現に必要な戦略を明確に描き実行する

経営スタンスが必要なのである。

　不確実性が高まる新常態で生き残るには、

『企業変革力』を持つ必要がある。それが『ダ

イナミック・ケイパビリティ』で、企業の組

織内外の経営資源を再統合・再編成する経営

者や組織の能力だ。平成元年のベルリンの壁

の崩壊以降30年間続いたグローバル経済の発

展と安定で、多くの企業がダイナミック・ケ

イパビリティを徐々に失った。

　この間は、与えられた経営資源をより効率

的に利用して収益を最大化する『オーディナ

リー・ケイパビリティ』を磨けばよかった。

優先事項はすでに決まっている正しいことを

行うことで、経営上の重点はコストコントロ

ールに置かれ、ベスト・プラクティスをルー

チン化して、技能的な効率性の追求を求める。

企業の基本的能力のレベルアップが経営戦略

の中核に置かれていた。不確実性が高い令和

の新常態では、環境変化に合わせて事業内容

を素早く変革せねばならない。優先事項は新

常態に生き残るために正しいことを新たに定

義し、それをスピードアップして行うことだ。
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従来は社会貢献度が高いガソリン車を効率よ

く作るということが当たり前の正しいことで

あった。しかしながら、気候変動対応ではガ

ソリン車が否定され、EVを生産することが

正しいことと再定義される。さらに、EVを

走らすためのクリーン電力を同時に供給する

ことも正しいことと定義される。これを実現

するには、イノベーションしかない。経営上

の重点は、資産の再構成（有形資産だけでは

なく無形資産や人材やブランド力などの見え

ない資産を含む非財務情報も重視）とそれを

実行する強力なリーダーシップで、顧客ニー

ズの獲得やビジネスチャンスとのマッチング

を目的に、新たなイノベーションを起こし、

模倣できないビジネスモデルを構築するので

ある。

　ダイナミック・ケイパビリティの強化の原

動力の一つがデジタル・トランスフォーメー

ション（DX）である。日本の企業は現場が

強いといわれてきたが、実際には人手不足や

設備の老朽化で弱体化している。新型コロナ

ウイルスによる社会変化で、日本のデジタル

化の遅れが露呈したが、今後はデジタル化の

進展で競争力の源泉がエンジニアリングチェ

ーンの上流にシフトする。これに対応するに

は、部品表などをデジタル化して製品設計を

効率化をするために、欧米の先進企業が導入

しているAIや３D設計を早急に導入せねばな

らない。EVの先行企業のテスラは３D設計

を実用化しているが、日本の自動車メーカー

はまだ２D設計が主力のままだ。これでは開

発スピードで勝てない。設計から生産までの

リードタイムを短縮、作業負荷のフロントロ

ーディングで現場力の低下をカバーできれば

新常態での生き残りは可能になるだろう。生

き残るためには経営者が早急にこのような

DX革命を起こす必要がある。

　自動車産業では、従来のガソリン車による

安定したビジネスモデルの維持が困難で、

EVなどへの構造転換が必要なことは誰もが

理解している。特に欧州では気候変動などへ

の環境意識が高く、ガソリン車やディーゼル

車を2040年には販売禁止にすると宣言した国

もある。日本では、自動車メーカーを頂点と

する垂直統合のピラミッド型産業構造がまだ

維持されているが、欧州ではすでにメガサプ

ライヤーによる自動車メーカーの逆支配体制

に変化している。今後は、自動車の付加価値

が機械的な部分から、情報通信や電子技術に

シフト、さらにモビリティサービスのプラッ

トフォーマーが自動車を支配する産業に構造

転換するため、何もせねば衰退するのみだ。

　日本の自動車部品メーカーは、長い年月の

間、自動車メーカーの提示する戦略を実行し

ておれば、十分な収益と成長を確保できてい

た。このため、新常態での生き残り戦略を考

える力やイノベーションを生み出す源泉の

『ダイナミック・ケイパビリティ』を失い、

新常態戦略を打ち出せなくなっている。すで

に、自動車では、EVや自動走行などで必要

な新技術が付加価値を高めているが、従来の

自動車部品は付加価値が低下しており、従来
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の自動車というハードに固執するだけでは成

長は期待できない。当然、展開が可能な企業

はモビリティサービス関連への進出が必要

だ。それができない企業は、自動車で培った

技術を核とした都市インフラ事業や、EVな

どで大量に必要になるクリーン電力などの新

エネルギーインフラ事業への進出が生き残り

の鍵になる。今後は自動車地動説からの脱皮

が必要なのである。
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