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オートノミー：
消費者のための
信頼実現
スマートモビリティエコシステムの
ホリスティックテクノロジーガバナンスが
道を拓く



自動運転の大衆化への障壁
ホリスティックテクノロジー
ガバナンス⸺未来のモビリティエコ
システムに参加する多様な関係者の
振る舞いや行動を指示、管理、監視 
するためのフレームワーク⸺は、
完全自動運転車のマスマーケットへ
の普及を加速させます。このシステム
に参加するためのポリシー、ルール、
基準を導入し、多種類のテクノロジー
やプラットフォーム間でのデータ交換
を可能にすることが、マスマーケット
における自動運転車の安全、確実、
効率的な利用および交通全般の未来
を推進する上で重要な要素となり
ます。

エグゼクティブサマリー
KPMGは2012年から、自動運転車を進歩させる技術革新について、追跡調査してきました。私たちは、自動運転車
がすでに人、ビジネス、都市に与えている非常に大きな影響について調査し、この交通エコシステムに関わるすべての
人にとってどのような未来が展開するかを予想してきました。

また、KPMGでは、自動運転車の消費者への普及を妨げている要因の1つである「信頼」にも注目してきました。
当シリーズ最初のホワイトペーパー「Trust issues?」（英文のみ）では、運転席に誰も座らず、誰もハンドルを握らず、
機械がコントロールする状態で、私たちの命を預かる車に乗るためには何が必要か考察しました。

信頼は必須です。信頼を得るには、ハードウェア、ソフトウェア、データも含め、自動運転車の1つ1つの技術要素を
どのように管理・制御するかが極めて重要です。また、それぞれの要素は他の要素に依存して機能するため、すべての
要素をどのように全体として管理・制御するかがさらに重要となります。KPMGは、ホリスティックテクノロジーガバ
ナンスという概念を提起しました。これは、個人が日常的に自動運転車を使うために必要な信頼の基礎を築くために
欠かせない、自動運転車内部の各技術の管理・制御を調整するためのフレームワークです。

自動運転時代が現実に近づいている現在、本書では、この概念をさらに一歩進め、自動運転が最初に発展する初期
市場⸺私たちが「アイランド・オブ・オートノミー」と呼ぶもの⸺におけるホリスティックテクノロジーガバナンスの
役割について考察します。これらのアイランドでは、自動運転フリート、個人が所有する自動運転車、従来の非自動
運転車が、カメラ、センサー、コネクテッドインフラストラクチャー、有線・無線ネットワークなどの様々な技術を
組み合わせて道路を走行しなければなりません。では、一体どのように行うのでしょうか？

ホリスティックテクノロジーガバナンスは、アイランド・オブ・オートノミーを発展させ、自動運転時代を迎える上で
極めて重要なものです。ホリスティックテクノロジーガバナンスは、政府の運輸当局や、自動車メーカーおよびサプラ
イヤー、スマート交通・インフラ事業者、モビリティベンダーを含め、アイランドのあらゆる参加者の振る舞いと行動
についてポリシー、ルール、基準を設定します。これにより多種のテクノロジー間でデータ交換が可能になり、アイ
ランドの参加者が相互に対話できるスマート交通システムを安全、確実、効率的に運用することが可能になります。

本書をお読みいただくことにより、ホリスティックテクノロジーガバナンスがどのようにして未来の交通システムへの
信頼を高め、マスマーケットにおける自動運転車の普及を推進するのかをご理解いただけることでしょう。
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1  Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (Society of Automotive 
Engineers, September 30, 2016)
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自動運転車（AV）が登場しました。自動運転車については報道などで読んだ
ことがあるのではないでしょうか。高速道路で隣を走行しているのを目にしたこ
とがあるかもしれません。あるいは、乗ったことがある方もいるかもしれません。
しかし、まだ広く一般に普及するには至っていません。それはなぜでしょうか。
技術的な観点からは、自律的に運転する車を作ることは、これまでに世界が解決に挑んできた科学的課題の中でも、
極めて複雑なものの1つです。ここ数年、自動運転技術の進化の速さは目覚ましく、何十億ドルもの投資、AIの飛躍
的な進歩、処理能力の大幅な向上が求められています。

しかし、私たちはまだ技術発展プロセスのごく初期段階にあります。自動車技術会（SAE）の自動運転レベルの定義1

によると、私たちが現在道路上で見かける自動運転車はおそらくレベル2または3であって、「完全自動運転」ではあり
ません。これらの自動車は、現在の運転環境をモニターすることにより、ステアリング操作、加速、車線逸脱防止
など特定の機能を自動化することができます。条件によっては、セーフティクリティカルな（安全が重大な意味を持つ）
機能を処理することも可能です。しかし、それでもドライバーは必要であり、いざという時に機械に代わって運転操作
ができる状態でいなければなりません。

レベル4の自動運転車は、「全行程においてすべてのセーフティクリティカルな運転機能を実行」できるもので、まもなく
市場に参入します。UberやGoogleのWaymoのような企業はすでに、個別にエリアを限定し、3Dデジタルマップ化
した都市で自動運転車によるモビリティサービス（AV-MaaS）の実験を開始しています。

レベル5の自動運転車は、いかなるシナリオにおいても人間のドライバーと同じ操作を行い、どこでも自律走行できる車
であると定義されています。注目すべきキーワードは「どこでも」であり、実現はまだ当分先になるとみられ、40～50
年かかる可能性もあります。その理由は、高い山の上からあらゆる僻地まで、いつでもどこでも対応できるようアルゴ
リズムを訓練するためのコスト、時間、投資が、国土の広さとその地域で求められる自動車台数から考えると経済的
に見合わないためです。



2  I see. I think. I drive. (I learn.): How deep learning is revolutionizing the way we interact with our 
cars (KPMG LLP（米国）, 2016)

さらに、現在の製造コスト水準を考えると、レベル4の車を平均的な消費者が購入できる
価格で販売することは、自動車メーカーにとって経済的に意味がありません。メーカー
によりますが、レベル4の自動運転車1台分の「センサースタック」（ライダー、レーダー、
ソナー、カメラ、その他の検知技術で構成）は、現在5～15万ドルかかります。センサー
スタックは、自動運転車の「頭脳」であるディープラーニングのアルゴリズムにデータを
送り込み、それによって車がより正確な判断を下し、性能をアップグレードできるよう
になるため、完全自動運転には欠かせません2。しかし、エンジン、ボディ、フレーム、
タイヤなどの既存の自動車部品のコストにセンサースタックのコストを加えると、2～4
万ドルで販売される標準クラスの自動車に自動運転技術を搭載してもほとんど意味が
ないことは明らかです。センサースタックの価格的制約をクリアできるのは、極めて
高価な超高級車だけであり、大量生産用の自動車では不可能です。多くの家電製品の
性能向上と費用におけるトレンドと同様に、ムーアの法則に従って、自動運転技術の
価格は今後5年間で大幅に低下すると予想されます。しかし、現時点では経済的障壁が
自動運転の大衆化を妨げています。

さらに、自動運転車のエコシステムは非常に複雑な課題です。この点についても、本書
の中で扱っています。

自動運転車を各市場に導入する場合、異なるシステム、インフラ、人が、極めて低い
フォールトトレランスで調和して連携しなければなりません。自動運転車が技術的に
極めて複雑であること、ステークホルダーが多いこと、関係する環境変数の予想がつか
ないことを考慮すると、自動運転車のエコシステムのあらゆる要素⸺ハードウェア、
データ、セキュリティ、インテグレーション、コンプライアンス⸺を1つのシステムと
して調和させることは、輸送産業にとって大きな課題です。
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自動運転の利点

自動運転普及に必要な条件の推進
世界初の自動車は、ヘンリー・フォードの革命的な組立ラインが生まれるはるか以前に
発明されました。人々はそれを「馬なし馬車」と呼び、非常に裕福な人々にしか購入できま
せんでした。しかし、Fordの製造工程とユニークな生産方式がコストを低下させ、マス
マーケットへの普及を加速させました。

技術は問題ではありませんでした。工場設備は最先端でした。労働者のスキルも士気も
高いものでした。速さ、安全性、信頼性、快適性を備えた交通手段への需要に不足は
ありませんでした。

本当のイノベーションは自動車そのものではなく、それまで誰も可能だと思わなかった
速さとコストで車を大量生産するために、Fordが自動車製造工程とサプライチェーンに
起こした変革です。自動車を実際に大衆が購入できる価格にしたこと⸺そして世界の
移動手段を永久に変えたことこそがFordのイノベーションなのです6。

数字で見る自動運転

2040年には、個人用とフリート用を合わせて毎年約
2000万台の自動運転車が販売され、非自動運転車の
販売台数と完全に入れ替わります3。

2014年8月から2017年6月の間に、自動運転技術に
関する世界の買収案件（約170件）における取引金額は
およそ800億ドルで、投資のペースはさらに加速してい
ます。Brookings Instituteは、「入手可能な情報は限ら
れているため……世界の自動運転車技術への投資総額
はこれをはるかに超えると推定するのが妥当である」4と
しています。

2040年には、自動運転による走行距離は年間約3兆
5000億マイルに達し、人が運転するのは年間1兆マイル
未満になると予想されます5。

交通事故死の減少
自動車事故の大部分はヒューマンエラーが原因です。調査によると、自動
運転車が一般に普及すると自動車事故は90%減少し、米国では10年で
30万人の命が救われる可能性があることがわかっています7。

渋滞の緩和
自動運転車は相互に同期できるため、スピードとブレーキを最適化する
ことができます。スマート交通システムで信号の連動性を調節して交通の
流れをスムーズにし、混雑した地域からルートを変更し、車を最寄りの
空いている駐車場へ誘導します。副次的な効果として大気汚染が改善
され、公共輸送の混雑が緩和され、公共の空間が解放されます。

自由時間の増加
TomTom Traffic Indexによると、ロサンゼルスは交通渋滞が米国の中
でも最悪で、通勤者は1日44分、年間170時間を余分な移動時間に費や
しています8。別の調査によると、スマートモビリティプロジェクトによって、
人々はこれまで渋滞を切り抜けるために費やしていた、年間約60時間を
取り戻すことができます9。

3  Islands of autonomy: How autonomous vehicles will emerge in cities around the world (KPMG LLP
（米国）, 2017)

4  Gauging investment in self-driving cars (Brookings, October 16, 2017)

5  Islands of autonomy: How autonomous vehicles will emerge in cities around the world (KPMG LLP
（米国）, 2017)

6  Ford installs first moving assembly line (PBS.org)

7  Self-Driving Cars Could Save 300,000 Lives Per Decade in America (The Atlantic, September 29, 
2015)

8  TomTom Traffic Index

9  Smart Cities―What�s in It for Citizens? (Juniper Research, March 11, 2018)

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified 
Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.



最初に無人運転車が普及するのはどこか
世界ではモビリティの無人化を巡り1兆ドルの市場が形成されつつあります。
しかし、人が運転する車がすぐになくなるわけではありません。自動運転
が直ちにあらゆる場所に広まることはありません。

最近のKPMGホワイトペーパー「アイランド・オブ・オートノミー - 自動
運転車はどのように世界中の都市に出現するのか？」では、交通運輸市場
は国レベルの1つの市場から150以上のユニークなローカル市場⸺それ
ぞれ異なる固有の消費者需要がある都市圏⸺へ変化しようとしている
と述べました。

自動運転車は、まず、都市部、人口密度の高い地域、仮想的な境界線で
区切られた道路、安定した無線通信が可能なエリアなど、一定の特徴を
持った一部の地域で広がると予想されます。第一に、モビリティサービス
プロバイダーが顧客の要求に2～3分の応答時間で余裕を持って応じる
には、都市に備わる高密度のネットワークを必要とします。そして第二に、
初期の自動運転車を最も効果的に運用できるのは、仮想的な境界線で
区切られた都市中心部です。こうした場所では、自動運転車が高頻度で
走行環境の観測を行うことができ、そこで収集したデータを利用して性能
を向上させることができるからです。

このことはモビリティエコシステムの参加者にとってどのような意味を持つ
のでしょうか。自動車メーカーにとって、成功する製品とサービスの構成
とはどのようなものでしょうか。政府レベルでは、運輸当局はどのように
安全とインフラの観点からこの変化をサポートし、新たな収益化の機会を
特定するのでしょうか。

これらの新市場は、各市場を走行する車両の構成を含め、交通輸送業界
に大きな影響をもたらします。未来のモビリティ市場では巨額の収益が
発生します。しかし、そのバリューチェーンは現在のものとは全く異なり
ます。エコシステムのすべての参加者が、競争に参加する方法を再検討
しなければなりません。

現在、レベル1、2、3の自動運転車は実現しています。最初の自動運転車が登場した
のは10年近く前のことですが10、現在は、シリコンバレーでラッシュアワーの渋滞の間を
クルーズし、ワシントンDCの中心部を通り抜け、中西部のスマートハイウェーで新機能
をテストしているのを見ることができます。

私たちはまさに自動運転車が大衆化に向かう転換点にいるのかもしれません。KPMG
では、移動、接続、自動運転の進歩によって自動車業界への投資の焦点がどのように
変化するのかを追跡調査しています。自動運転の選択肢が増えれば消費者の購買行動
も変化し、車を所有する必要がなくなってくるため、米国では個人が所有するセダンが、
現在の540万台から2030年にはわずか210万台へと大幅に減少する見通しです11。しか
し、これは移動が減少するという意味ではありません。むしろ、私たちはその反対を
予想しています。消費者の移動需要に関する詳細なデモグラフィックベースのフォーカス
グループ調査によると、自動運転の世界では消費者行動は大きく変化し、1人当たりの
移動距離が急増するとみられています。KPMGのモデルでは、2050年には個人の移動
距離は1兆マイル以上増加し、利用率によっては、自動車走行距離は3～4兆マイル
増加すると予想しています12。

この兆マイル規模の急増に伴い、2030年には、これら3つの新しいトレンドに関連する
商品やサービスについて、1兆ドルを優に上回る新しいモビリティサービスセグメントが
現れることも、KPMGの計算モデルは示しています13。多くの業界アナリスト（KPMG
も含めて）が、さほど遠くない将来、自動運転車が、人が運転する車に取って代わる
世界を予想していることは不思議ではありません14。

しかし、その前に起こるべきことがあります。Fordの組立ラインと同じような革命が
起こらなければ、私たちが社会の大きな変化を経験することも、無人運転車が、人が
運転する車のように至る所に普及することもありません。

10  The WIRED Guide to Self-Driving Cars (WIRED, February 1, 2018)

11,14  Islands of autonomy: How autonomous vehicles will emerge in cities around the world (KPMG 
LLP（米国）, 2017)

12  The clockspeed dilemma (KPMG LLP（米国）, 2015)

13  I see. I think. I drive. (I learn.): How deep learning is revolutionizing the way we interact with our 
cars (KPMG LLP（米国）, 2016)
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これまで自動運転車が広く消費者に普及するのを遅らせてきた要因はいくつもあります。
第一に、最初のカスタムメイドの自動車と同様に、自動運転車が広く普及し当たり前の
ものになるには、平均的な消費者が手頃な価格で入手できるものになる必要があります。
実際、個人で自動運転車を所有するには法外な費用がかかるため、自動運転車が最初
に広く販売されるのは、自家用車としてではなく自動運転車によるMaaSモデル向けに
なるとKPMGでは予想しています。自動運転車フリートが1人のオーナーではなく複数の
利用者向けにモビリティサービスを提供すれば、1車両当たりの稼働率は大幅に上昇し
ます15。平均的な消費者の自家用車の年間走行距離が1万2000マイル程度なのに対し、
フリートの自動運転車は年間5～10万マイル走行すると考えられます。1マイルにつき
1～2ドルの料金で計算すると、自動運転車1台が提供するモビリティサービスによって
20万ドルもの収益が得られる可能性があります。そうなれば多額のセンサー装置の費用
も回収でき、経済的に自動運転車を生産する意味があります。

第二に、自動運転車が普及するには、都市が一定の特徴を備えていなければなりま
せん。KPMGの最近のホワイトペーパー「アイランド・オブ・オートノミー」で示したように、
自動運転車はあらゆる場所で一斉に現れるわけではありません。まず自動運転車による
MaaSが提供されると予想され、最初は、人口が密集し、消費者のモビリティサービス
に対する需要が高く、技術的に進歩し、地図作成とナビゲーションがしやすい都市部や
郊外の、境界で区切られたエリアに登場するとみられます。まもなく個々のアイランド
市場の中に自動運転車によるMaaSのサービスエリアが発展し、その数は2020年にも
急増し、100以上のユニークなアイランド・オブ・オートノミーが生まれると予想されます。
さらに10年先には、これらのアイランドの中に自動運転の自家用車が現れ増加すると、
自動運転技術のコストが下がると予想されます16。

その他の要因も関係します。政府や規制当局が自動運転車の拡大を後押ししなければ
なりません。都市がスマート化し、接続性を向上させる必要もあります。日常的に消費
者が自動運転車を他の移動手段より安全、低コスト、便利なものとして受け入れる必要
もあります。完全自動運転車が例外ではなく標準になるには、これらすべての要因（さら
にその他多数の既知、未知の要因）が重要となります。

15,16  Islands of autonomy: How autonomous vehicles will emerge in cities around the world (KPMG 
LLP（米国）, 2017)

本書では、自動運転車の大衆化に向け見落とされ
がちな要因である、進化するモビリティエコシス
テムのホリスティックテクノロジーガバナンスに
注目します。
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その内容は？
ここからは、それぞれのアイランド・オブ・オートノミーの中で進化する、
モビリティエコシステムのホリスティックテクノロジーガバナンスの概念に
ついて考察します。これは自動運転の大衆化に向けた鍵となる要因です。

検証：

次世代モビリティエコシ
ステムの基礎：システム
内の対話をサポートする
共有テクノロジープラット
フォーム

未来のモビリティの世界
における（プラットフォー
ムによって実現する）デー
タ共有の重要な役割

モビリティエコシステム
の完全性を保証するため
にプラットフォームを管
理する方法としてのホリ
スティックテクノロジーガ
バナンス

自動運転時代に適した
ホリスティックテクノロ
ジーガバナンスのフレー
ムワークを確立するため
のアドバイス
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10年前をふり返ってみましょう。時は2008年。バラク・オバマが大統領に当選し、小説『Twilight』シリーズが
映画化され…そして、AppleがApp Storeを開設した年です。

本書のテーマに関連するのは、このうち最後の出来事です。ご存じの通り、Appleは2007年に最初のiPhoneを
発売しました。しかし、iPhoneがマスマーケットの一大旋風となり、電話機から別のモノへと変化を遂げたのは、
2008年にApp Storeが開設され、開発者が何百万人ものiPhoneオーナー向けに自分のアプリを販売できるよう
になってからです17。App StoreはiPhoneを巡るその他のイノベーションの統合ネットワークを急拡大させ、ネット
ワークの各参加者が他の人にとってiPhoneを所有する価値を高めることができる環境を作り出しました。

自動運転車の進歩も、自動運転の世界への参加と拡大を推進する統一的なテクノロジープラットフォームが確立
されることで、iPhone同様のネットワーク効果により促進される可能性があります。

私たちは、個々のアイランド市場で自動運転の未来の基礎となるのは、幅広いモビリティエコシステムの中
での対話を支える共有テクノロジープラットフォームであると考えています。

今日のような新時代のコネクティビティによって実現するプラットフォームは、多様な交通輸送技術の間で通信
を可能にします。そしてソフトウェアとテクノロジーのベンダー、自動車メーカー、サービスプロバイダー、政府、
市民など、開発者と利用者の関係を育みます。

このようなプラットフォームがどのように役立つのかを示す1つの例がサンフランシスコです。同市が描く未来の
モビリティビジョンは、オンデマンドライドシェアリング会社、従来のタクシーサービス、その他のベンダーの
サービスを含め、幅広いモビリティオプションを統合しサポートする共有テクノロジープラットフォームを開発する
とともに、価格設定、ルーティング、予約、決済も扱うというものです（将来的に、これらのサービスは完全に
自動化される見通しです18）。

モビリティエコシステムの参加者
都市全体に自動運転の世界が現れると、モビリティ業界は
進化し拡大します。これには、モビリティエコシステムの生産、
製造、物流、運用、サービスに関わる幅広い企業が含まれ
ます。言うまでもなく、自動運転と人が運転する交通手段の
両方の世界を行き来する人々や、まだ存在すらしないニーズ
を満たすために今後現れるであろう様々な参加者も含まれ
ます。

自動車メーカーと
サプライヤー（無人運転
車とその他の車）

交通輸送インフラ
技術サプライヤー

州・連邦政府の
運輸当局

市民

モビリティベンダー
（アプリ）

公共交通機関

ライドシェアリング会社

緊急時対応機関

プラットフォームとしてのモビリティ

17 The WIRED Guide to the iPhone (WIRED, February 1, 2018)

18 Smart Cities―What�s in It for Citizens? (Juniper Research, March 19, 2018)
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データは未来のモビリティの中心にあります。各市場のスマートモビリティエコシステムは
生きて呼吸をする存在であり、常時多数のデータソースが情報を交換しています。実際、
このエコシステムは極度にデータに依存しています。

自動運転車は、控えめに見積もっても1日に4テラバイト近いデータを生成すると予想され
ます19⸺しかも、これは車自体が機能し、走行するために必要なデータに過ぎません。
自動運転車は、環境が整って初めて実用になり機能します。

自動運転の技術
未来の交通輸送は技術志向です。多種多様なイノベーションが収斂して、スマート化し、
ネットに接続し、最終的に自動化するモビリティエコシステムを創造します。

―  自動運転車（乗用車、トラック、バス）

―  IoTに接続した公共交通インフラ（スマート道路、スマート信号、スマート標識、スマート
パーキング）

―  モビリティアプリ（地図、交通、ルーティング、ピックアップ）

―  通信ネットワーク（4G、5G）

―  クラウドおよびエッジコンピューティング

現在、自動運転車は1台1台が独立した存在として⸺センサー、インプット、アウトプット
のアイランドとして⸺機能する場合が大半です。しかし、無人運転車が実際の道路で
安全かつ効果的に周囲と調和して動くようになるためには、1台の車（無人運転かどうか
にかかわらず）だけではなく複数の車と、さらに周囲の世界とも同時にリアルタイムで
通信する必要があります。実際、KPMGは、自動運転には個々の車が周囲のフリートや
エコシステムと相互に対話することが必須であると考えています。コネクティビティに
よって、地図・経路情報の更新、車両のインテグリティの確保、車内部のディープラー
ニングシステムへのデータ送信に必要なネットワークとの絶え間ないやりとりが行えるよう
になります。20

石油ではなくデータが車を動かす時代に

―

無人運転車のデータを理解する

―  「インサイドアウト」データは、他の車やスマートインフラなどの外部環境から
入ってきます。センサーから生成され、車両の自動運転を可能にします。インサ
イドアウトデータには、処理を行い、車の機械学習アルゴリズムを分析し訓練する
ための膨大な計算能力が必要です。

―  「アウトサイドイン」データは、人が生成するデータで、ドライビング体験をより
向上させ、最適化し、強化するために自動運転車が利用します。

―  「パーソナルデータ」は、乗車する人に関して生成されるデータで、乗車人数、
再生する音楽のタイプ、ピックアップ場所と目的地、ウェアラブル技術から生成
されるデータを含みます。

19 Intel CEO Brian Krzanich、AutoMobility LA 2017にて
20 I see. I think. I drive. (I learn.): How deep learning is revolutionizing the way we interact with our cars (KPMG LLP（米国）, 2016)
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長期的に、安全性を高め、仮想的な境界で区切られたエリアを増やすには、自動運転
車がセンサーやカメラ、レーザー技術によって信号を送り、周囲の状況を理解し、走行
中の他の無人運転車や人が運転する車と同期する必要があります。道路脇のセンサー
や道路標識などのスマートインフラは、車のナビゲーション支援のために、通過する車
とメッセージを交換できなければなりません。スマート信号機は、過去と現在の道路の
利用状況やコンディションに関するデータを提供し、今後の交通パターンの変化を調整
しなければなりません。

私たちはいかにして、エコシステムにおけるすべてのテクノロジー間で複雑な相互関係と
データ交換を調整、検証し、一定の信頼を持って相互に結束して「対話」できるように
するのでしょうか。悪意を持った人物がシステムに私たちを攻撃させることがないよう、
いかにして通信の完全性を保護するのでしょうか。また、私たちの行動が監視されたり
利用されたりすることがないよう、いかにしてデータのプライバシーを保護するので
しょうか。

このような環境を実現するには、自動運転車、スマートインフラ、有線・無線ネット
ワークを含め、すべてのエコシステム参加者の間でほぼ常時・即時のデータ共有と接続
が可能になる包括的プラットフォームが必要です。また、すべてのユーザーが決められた
基準に従って行動するよう、プラットフォームに対するガバナンスも必要となります。
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私たちは、アイランド市場における自動運転の大衆化には、データを取り込み、検証し、機能・運用のためにそのデータ
を必要とする他の技術と交換する共有プラットフォームが必要であると主張してきました。

このプラットフォームを世界一交通量の多い環状交差点のようなものと考え、そこを行き交うデータを、ロータリーを
通り抜けていく自動車のようなものと考えてみましょう。車が衝突したり、停止したり、間違った方向に進んだりしない
ようにするために、道路にはルールがあります。政府は、車がどちらへ進むべきか、いつ停止していつ発進すべきか、
どの方向へ進むことができるかなどを示し、車がA地点からB地点へ安全に通り抜けられるように、運転と交通に関する
法規を制定します。

プラットフォームにも道路と同様のルールが必要です。エコシステムを通じたデータ交換を支援するというプラット
フォームの仕事は、セーフティクリティカルであると同時にハイウェーの速度で行わなければなりません。環状交差点
の場合と同じように、ルールが重要です。

私たちのメタファーでは、ルールはホリスティックテクノロジーガバナンスを通じて設定され、実施され、監督され
ています。

ホリスティックテクノロジーガバナンスのフレームワークは、モビリティエコシステムの参加者の行動を管理・制御し、
テクノロジーの質、データのプライバシーとセキュリティ、テクノロジーの統合、コンプライアンスなどの分野で基準
を設定します。このフレームワークは、異なるテクノロジー間でプラットフォームを通じてデータがいつ、どこで、どの
ように移動するのかについてルール、ポリシー、基準を規定し、通信が途切れないようにするとともに、データが必要
な時に必要な場所へ完全な状態で届き、損失、盗難、誤用、改ざん、その他の危険な状態に晒されないようにします。

道路のルールを確立する
誰が共有モビリティプラットフォームを管理・
制御するのか
モビリティエコシステムへの参加に関する「道路
のルール」の策定・施行は、運輸当局、政府の
規制機関、モビリティベンダーが主導し、あら
ゆる参加者が関わる協調的な取組みであるべき
です。

次世代交通輸送プロジェクトに共通の基準を作
成しようというオハイオ州の取組みは、プラット
フォームガバナンスの協調的な性質を示す代表
的な例です。オハイオ州には、多数のテスト用
コリドーを含め、多くのスマートシティプロジェ
クトやコネクテッドカー、自動運転車のプロジェ
クトがありますが、それぞれがほぼ独立して開発
を進めています。同州は現在、スマート標識や
信号機など、IoT接続交通輸送テクノロジーを
管理・制御するためのフレームワークを確立し
ようとしています。オハイオ州は、デバイスの
相互運用性やデータ管理などの問題に対処し、
各都市が簡単に独自のプロジェクトを開始できる
よう機器の仕様を作成し、どのテクノロジーに
投資すべきか、どの分野で民間産業とのパート
ナーシップを形成すべきかを分析することを目指
しています。
出典：Looking to create standards for smart state projects, 
Ohio selects a vendor (StateScoop, April 11, 2018)
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プライバシーの問題
大都市は、町をより安全で効率的にするために、
2020年までにデータの収集と管理に7600億
ドルを投じるとみられます。同様に、自動運転
のモビリティプラットフォームは機能するだけで
も膨大な量のデータを必要とし、ユーザーに
付加価値を提供するにはさらに多くのデータを
必要とします。どう考えてもデータ収集は至る
所で自動的に行われます。しかし、その代償は
どのようなものでしょうか。データが次世代自動
運転モビリティに欠かせない血液だとすると、
プライバシーの問題が生じることは明らかで、
ホリスティックガバナンスによってこれに対処し
なければなりません。

―  自動運転モビリティ技術とプラットフォーム
によるデータ収集を任意のものとすることは
可能ですか。

―  利用者によるオプトイン、オプトアウトが可能
であるとしたら、それはネットワーク全体の
運用性にどのような影響を与えますか。

―  データの収集・利用方法を律するプライバシー
規制は、進歩の妨げとなりますか。それとも、
おそらくは市民権を犠牲にして、進化を遂げ
ますか。

―  プラットフォーム事業者は、データへのアク
セスとその利用をどのように管理・制御します
か。そもそも、誰がデータを所有しますか。

出典：Smart Cities – Not So Smart Privacy (CPO Magazine, 
February 16, 2018)
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ホリスティックテクノロジーガバナンスは、スマートモビリティプラットフォームの6つの重要分野にわたり、
完全に統合され綿密に組み立てられたモデルで構成されます。

1

4

2

5

3

6

データガバナンス：自動運転車、スマートインフラ、ベン
ダー、市民、政府機関などの間でデータが往来する際、
エコシステムを通過する可能性のあるすべてのデータの
品質と完全性を保証します。データガバナンスの標準ガイド
ラインにより、競合データの優先順位を決定する方法、
複数のソースからのデータを統合する方法、データの信頼
性を評価する方法、マスターソースとオーナーからのデータ
を管理・利用する方法など、様々なデータ関連の課題を
プラットフォームユーザーがコントロールできるようにし
ます。

ソフトウェアガバナンス：プラットフォームのオペレーティ
ングシステムがピークパフォーマンスにおいても機能し、定
期的に最新バージョンに更新されるようにします。ソフト
ウェアガバナンスは、アプリケーションがプラットフォーム
に接続する方法、新規ソフトウェアや修正済みソフトウェア
をリリースし、モビリティネットワークの途絶を防止するた
めプッシュアウトする方法、危険が潜在するソフトウェアの
バグや欠陥を発見し修復する方法、セキュリティとプライバ
シーを中心として新しいプラットフォームソフトウェアを開
発する方法を管理するルールとプロトコルで構成されます。

ハードウェアとファームウェアのガバナンス：共有モビリ
ティプラットフォームに接続するテクノロジーの物理工学
と、そのハードウェア用に設計されたソフトウェア⸺IoT
対応の信号や標識、自動運転車の機械・電気部品などの
スマート交通技術⸺が、安全性、レジリエンス、互換
性について一定の要件を満たすことができるようにします。
ハードウェアとファームウェアのガバナンスは、フェール
セーフ、ペネトレーションテスト、セキュリティ／プライバ
シーバイデザイン、サプライヤー管理などの分野に重点を
置きます。

インテグレーションガバナンス：スマートモビリティエコ
システムの独立したテクノロジーが全体として機能するよう
にします。インテグレーションガバナンスは、技術の互換
性やデータ交換に関連する重要な問題に対処し、プラット
フォームと相互間でやりとりする膨大なデータ、ソフト
ウェア、ハードウェアに関する内部と外部の品質管理を
確立します。そして、自動運転車が外の世界と対話できる
ようにする標準通信プロトコルおよびデータセットを監視 
します。また、インテグレーションガバナンスは、いずれ 
都市間、州間、あるいは国レベルのモビリティプラット
フォームを開発するためにも必要です。

セキュリティガバナンス：プラットフォーム（およびそのユー
ザー）をサイバー脅威から保護し、万一攻撃があった場合
の影響を軽減します。セキュリティガバナンスの主な焦点分
野は、参加者がプラットフォーム内で対話できる方法、脆
弱性が拡散しにくいようネットワークをセグメント化する方
法、新たなリスクを特定するためセキュリティ監視活動を実
行する頻度、ソフトウェアとハードウェアの設計・開発プロ
セスにおけるセキュリティの優先順位の設定方法、データ
の損失や誤用を防ぐための暗号化方法についてガイドライ
ンを確立することなどです。KPMGは、コネクテッドカー
のサイバーセキュリティについて詳細なホワイトペーパーを
執筆しています。最新ホワイトペーパーの「Protecting the 
fleet … and the car business.」（英文のみ）をご覧ください。

コンプライアンスガバナンス：共有モビリティプラット
フォーム参加者の、関連規制ガイドラインの遵守と、自動
運転モビリティに関する将来の法律形成への参加を支援
します。参加者が交通輸送の安全性、データの主権、
データのプライバシー、自動車と交通輸送インフラのサイ
バーセキュリティに関するコンプライアンス要件を理解し、
それらに対応できるようにするためのポリシーなどが優先
されます。
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Policies/standards

デジタルデバイドの克服
自動運転を一般消費者にもたらす次世代プラット
フォームは、デジタル技術のコネクテッドエコ
システムによって支えられます。自動車とイン
フラは膨大なIoTを実装した装置となりますが、
人がプラットフォームへの入力に主に使用する
のは携帯電話です。これらのデジタルな「モノ」
がクラウドベースのシステムと通信してデータを
取得、処理し、インテリジェントオートメー
ションツールが即時に意思決定し、ディープラー
ニングシステムが私たちのあらゆる動きを分析
します。ネットワーク上の取引を処理するには、 
おそらくブロックチェーンまでもが利用される
ようになります。それぞれのデジタル技術が自動
運転モビリティの世界で重要な役割を果たし、
組織は顧客にサービスを提供し顧客を保護する 
ために連携するとともに、信頼されるデジタル 
関係を維持するために複雑なテクノロジー 
スタックを管理・制御する必要があります。

運輸当局 メーカー 規制当局 州・地方資産管理

組織構造 ポリシー／基準 ルール プロセス API データ

スマート交通プラットフォームのホリスティックテクノロジーとデータガバナンス

スマート交通エコシステム

スマートシティ
プラットフォーム

交通輸送IoT
プラットフォーム

スマートインフラ
プラットフォーム

自動運転車の
データ交換

プラットフォーム

*交通エコシステムに統合される可能性のあるあらゆるプラットフォームやテクノロジーのすべてを網羅したものではありません
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ホリスティックテクノロジーガバナンスは、各都市の次世代モビリティエコシステムの基礎
となる共有テクノロジープラットフォームの信頼性と完全性を確保するために必要なもの
です。各都市でほぼすべての人が自動運転車を利用するところまで社会が達するために
は、システムへの信頼が必須です。

また、ホリスティックテクノロジーガバナンスは、App Storeが開設された時にiPhoneに
起きたようなネットワーク効果も自動運転モビリティ業界に根づかせ、モビリティ事業の
プレーヤーに新しい収益機会を生み出し、その拡大と成長を推進します。

エコシステムはガバナンスと信頼の整った共有プラットフォームを通じて統合されるため、
エコシステムの他のメンバーには価値を創出するサービスやアプリケーションを開発する
機会が生まれると考えられます。さらに、エコシステム内の膨大な量の極めて貴重な
データがプラットフォームによって利用され、責任ある方法で広く提供されるため、その
情報をもとにこれらの機会を生かすためのロードマップが描かれます。

ホリスティックガバナンス：
自動運転時代へと続く道の青信号
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1 2 3
エコシステム全体の参加者が受けるメリット

運輸当局
都市の運輸当局にとって、このプラットフォームは、
移動方法をすべての人にとってより安全、高速、
便利、低コストなものへと変革させるために必要な
インサイトを提供してくれます（自動運転の大衆化
がもたらす公共の利益の一部については、本書で
前述しました）。さらに、フレームワークは特定の
技術に依存しないため、プラットフォーム方式で
モビリティを統治することで、都市はテクノロジー
の変化や破壊に柔軟に対応することができます。
本書ではスマートモビリティと自動運転の好影響に
注目してきましたが、政府は（産業界と協力して）、
おそらく予算に負担をかけつつ、プラットフォーム
の開発と運用に多額の投資を行う必要があります。
また、自動運転時代の初期には、交通違反による
罰金が減少し、運転免許や自動車登録の手数料が
減少し、道路を走行する自動車が減少することで
燃料税も減少するため、運輸当局の収入は減少
する可能性があります。しかし、信頼できるデータ
やインサイトが豊富なプラットフォームを利用する
ことで、最新の情報を入手して全く新しい方法で
価値を生み出せるよう、運営モデルを調整すること
ができます。

自動車メーカー
自動車メーカーの場合、自動運転車の進歩によって
主に新車販売に基づく現在のビジネスモデルは破壊
されますが、プラットフォームを利用することで、
自動運転モビリティ付加サービスやミッション固有
の製品を中心とした新しいビジネスモデルを創造
して、変化する市場に適応し、収益減少に柔軟に
対応することができます。KPMGは、自動運転車
とモビリティサービスが提供する選択肢によって
消費者の自動車所有意欲が後退するため、自家用
セダンの売上は急減すると予想しています21。また、
150以上ものそれぞれ異なる固有の交通運輸市場
が出現し、その市場の消費者のニーズに対応する
ために、固有の車両構成が求められるようになると
予想しています22。自動車メーカーは、競争のため
には画一的な自動車モデルを離れ、製品、サービス、
投資決定を根本的に考え直す必要があります。自動
車メーカーが各市場を理解し、その中で競争する
上で必要なインサイトを得るには、顧客需要分析
が重要です。また、そのようなインサイトを得る
にはプラットフォームが欠かせません。

民間企業
民間企業にとって、プラットフォームは、モビリティ
ユーザー全体を対象とするサービスプロバイダーに
なる機会を開くものです。プラットフォームは多数
の乗客にアクセスし、彼らの要望や行動に関する
大量のデータを取得できます。企業はこれらのイン
サイトを利用して付加価値サービスを提供できる
でしょう。実際、プラットフォームによって、まだ
想像もつかないような、しかし間違いなく自動運転
モビリティ体験を大きく向上させる商品やサービス
を生み出す、新しい種類の新興モビリティイノベー
ターが現れるものと予想されます。

21,22  Islands of autonomy: How autonomous vehicles will emerge in cities around the world (KPMG LLP（米国）, 2017)
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モビリティプラットフォームのガバナンスは、自動運転の大衆化を進める上で極めて重要
なものです。その最終目標は、都市全体で自動運転車とその周囲に発展する付加価値
サービスすべての相互運用性を実現することです。

しかし、そのような広範囲に及ぶテクノロジーガバナンスプログラムの開発は、広々と
した直線道路をクルージングするようにはいきません。紆余曲折に富んだ長い道のりを
何台もの自動車が一斉に走行するようなものです。

出発点は、現在次世代スマートモビリティプロジェクトに着手している都市や州になると
考えられます。

これらのリーダーは、IoTプロバイダー、ソフトウェアデベロッパー、自動車メーカー、
その他の参加者と協力し、データ管理などの重要分野に徐々にガバナンスを導入し、
そこから構築を開始すると予想されます。 

彼らはやがて政府のプログラム拡大を繰り返してポリシーや基準を追加し、信頼性、
能力、拡張性を備えたスマートモビリティエコシステムを成長させるものと予想されます。

私たちは、政府や交通運輸のリーダーが、ガバナンスの道のりに対する障壁を解消する
ための5つのヒントを提示します。

さあ、始めましょう

プラットフォーム
の目標と戦略を
前もって設定するスマートモビリティエコシステムの参加者にどのような行動を期待

しますか？ プラットフォームのフレームワーク、基準、ポリシー、
テクノロジー、データのすべてが、この行動を奨励、要求、強制
するよう機能する必要があります。

個々の問題
ではなく

プラットフォームを
管理する

プラットフォーム
の拡張を
可能にする

政府のリーダーに
権限を与える

フィードバック
ループを設定する

1回限りのデータやテクノロジーの問題に、永続的に変更できない
ような修正を施すべきではありません。時間とともにそのような
問題が蓄積し、混乱に陥るだけです。それよりも、エコシステム
への参加にあたり決められた基準に従った望ましい行動を求める
よう共有プラットフォームを管理すべきです。

共有プラットフォームは分離したネットワークではなく、独自の
アプリケーションやプラットフォームへと拡張できる多数の商品や
サービスの土台です。プラットフォーム全体で協調できなければ、
自動運転の大衆化はありえません。

部門の枠を越えて共有プラットフォームについて正式にビジョ
ンを管理し、基準を設定することができるリーダーを決定しま
す。政府のリーダーは、プラットフォームの参加者とコミュニ
ケーションを取り、プラットフォームを一貫して確実に機能さ
せる責任を負います。

内部のテストと検証、外部の調査、データ分析、その他の
ツールによって生成される内外のフィードバックループは、
プラットフォームを利用することでもたらされる行動やサービス
の変化をプラットフォームのオーナーが理解できるようにし、
またプラットフォームが絶えず保守、アップデート、最適化
されるようにします。
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自動運転車のフリート利用、スマート交通資産の提供と管理、モビリティ商品または
サービスの販売⸺何をするにしても、来るべき自動運転時代に向けてすべての参加者
が、革命を起こすテクノロジーのガバナンスを進化させる必要があります。

私たちは、政府の運輸当局、自動車メーカー、その他モビリティ分野の民間企業が、
自動運転の普及に必要となる信頼の土台を構築するテクノロジーガバナンスへの最先端
アプローチを開発・実施することを支援します。

KPMGは、現在のガバナンス能力の評価、新しいビジョンの設定、ライフサイクルを
通じて実行可能な改良版ホリスティックガバナンス戦略の策定と実行など、戦略から
実施までの幅広いサービスを提供しています。また、データ、情報、コネクテッド技術
を管理・統合することで、セキュリティ、レジリエンス、相互運用性、アジリティ、コン
プライアンスを強化し、新しい自動運転の世界で継続的に価値を創出する準備を整え
られるようお客様を支援します。

自動運転の未来への
信頼を高めるために、
KPMGにできること
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あらゆる業界や地域の企業が、データをインサイトに変え、インサイトを実際のビジネス
バリューに変えようと取り組んでいます。KPMGのD&A部門の情報管理サービスは、
お客様が適切な情報を整理、取得、保護し、適切なタイミングで適切な人に提供する
ことで、そのデータに内在する可能性を最大限に生かせるよう支援します。企業のデータ
要件、データ管理、データガバナンスについてはKPMGの専門家としての深い知見を
活用することにより、お客様は業績に直結するインサイトに専念いただくことができます。

KPMGのD&Aサービスについて

KPMGのオートモーティブチームは、現在のこの業界を巡る複雑さを理解しています。
私たちは、業界に関する深い知見と実地経験を生かし、自動車メーカーが未来を成功に
導くとともに、現在の業績を強化できるよう支援します。そして、部門横断的アプローチ
によって、世界の主要メーカー、OEM、サプライヤーの皆様に目標達成のためのサポート
を提供します。また、幅広い経験と業界固有の知識を生かし、お客様が将来の大きな
成果につながる意思決定を行っていただけるようお手伝いします。

KPMGのオートモーティブサービスについて
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KPMGのガバナンス部門について
政府をはじめ、あらゆるレベルの公共セクターの機関は、予算の制約、拡大するサー
ビス需要、情報セキュリティの課題に直面し、少ない資源で多くのことを、かつ効果的
に実施するという課題を抱える一方で、多様な市民の変化していくニーズに応えること
を求められています。KPMGは100年以上にわたり、政府、高等教育機関、研究機関、
非営利団体のビジネスモデル変革、データ活用、業務効率向上、透明性向上や、新しい
環境への適応を支援してきました。KPMGの1600名以上の専任パートナーと専門家は、
政府と公共セクターの特殊なニーズに対応する上で必要な関連法規制にかかる知識、
知見を備えています。
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