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自動運転車はどのように
世界中の都市に出現するのか？
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オートノミー

kpmg.com/jp



今、世界中で、1兆ドル規模の市場が、破壊的革新を
もたらす新しい交通手段、すなわち、自動運転車と
モビリティサービスの組み合わせを中心として急速に
発展しつつあります。ただし、この新しい交通手段は、
あらゆる場所で直ちに採用されて受け入れられるわけ
ではありません。むしろ、私たちが「アイランド・オブ・
オートノミー」（各地に島のように分布する自律型モビ
リティの市場）と呼んでいる都市圏の市場単位で、
段階的に採用されていくでしょう。この未来の市場を
制するためには、新しい思考法が必要です。顧客ニーズ
を満たすためには、個々のトリップ（移動行動）とミッ
ション（外出の目的や用件）のデータに基づいて、地域
交通の必要条件を新たに複雑な形で分析することが
必要となるでしょう。

Glossary
AV
Autonomous vehicle

CSA 
Combined statistical area 
 
GDP 
Gross domestic product 
 
GIS
Geographic information system 
 
HOV 
High occupancy vehicle 
 
MaaS 
Mobility-as-a-service 
 
OEM 
Original equipment manufacturer 
 
PDT 
Passenger distance traveled 
 
POV 
Personally owned vehicle 
 
VDT 
Vehicle distance traveled
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Gary Silbergからの
メッセージ
過去5年間、私たちKPMGのホワイトペーパー
は、交通運輸業界が今まさに乗り出そうとして
いる刺激に満ちた変革について紹介してきま
した。

まず、2012年に、次の革命的変化として、
自動運転車の出現を予想しました。2013年
には、消費者がこの革命にどのように反応
する可能性があるかを説明し、その1年後に、
自動運転車とモビリティサービスが消費者
の生活にもたらす根本的な改善について
検討しました。2015年に始まる一連のホワ
イトペーパーでは、そうした変化がどのよう
に自動車業界を変革しているかを明らかに
しました。最初に紹介したのは「クロック
スピード・ジレンマ」という発想であり、
これは、自動車業界の担い手は、従来から
の厳しい製造要件と先端技術に基づくイノ
ベーションの双方に対応できるよう、複数の
異なるクロックスピード（開発速度）に合わせ
て操業しなければならない、という状況を
言い表す概念です。次に、昨年は、クロック
スピードの原動力となっている最も高速
かつ最も重要なテクノロジーの1つに注目
しました。すなわち、人工知能／ディープ
ラーニング（深層学習）です。このテクノロ
ジーは、保有するすべての車両の路上走行
経験から収集したデータを分析する能力を
通じて、途方もなく大きな価値を生み出し
ます。ディープラーニングは、自動車の性能
を継続的に向上させることを可能にし、
自動運転車の開発を加速し、モビリティ
サービスの発展を自家用車に取って代わる
ものとしてさらに進行させます。

私たちは、まるで魔法のような何か不思議な

ものに急速に近づいています。それは、創造 
的破壊をもたらす新しい交通手段、すな
わち、自動運転車とモビリティサービスの
組み合わせです。消費者は、これを歓迎し、
素晴らしい話だと考えるでしょう。それは、
PCやスマートフォンがそうであったのと同じ
ように世の中を一変させるでしょう。消費
者は、PCやスマートフォンを完全に受け
入れると、もう決して過去を振り返りません 
でした。折り畳み式携帯電話やタイプラ
イターは、もはや消費者の念頭から消え
去ったも同然です。それと同様に、消費者
はこの新しい交通手段にどっと群がり、自動
車や輸送、運送との付き合い方を永久に
変えてしまうでしょう。

しかし、この新しい交通手段の採用と消費
者によるその受け入れは、携帯電話やコン
ピューターが瞬く間に全国に、そして全世界
に普及したのと同じようには拡大しないで
しょう。むしろ、自動車メーカーは、その
採用が1つの場所から次の場所へと、1つの
地域から次の地域へと逐次的に進んでいく
ものと考える必要があります。この1つひとつ
の場所を、私たちは、「アイランド・オブ・
オートノミー」（島のように散在するモビリ
ティサービスの市場）と呼んでいます。この
アイランド・オブ・オートノミーとは都市の
ことですが、都市に限定されてはいません。
基本的には、一定の人口統計的基準に合致
する全世界の都市がアイランド・オブ・オー
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トノミーとなりますが、そのほか、決まった
境界のある人口集中地域（学術都市から
都市中心部まで、さまざまな形態の地域）
もこれに該当し、さらに市の境界を越えて
他の自治体に融合するまで広域化している
都市も含まれます。

私たちは、いくつかの要因から、このような
アイランド・オブ・オートノミーが最初に
前述の変革を経験するであろうと考えてい
ます。第1に、モビリティサービスプロバ
イダーが顧客の要求を2～3分の応答時間
で余裕をもって満たすためには、都市に
備わったネットワーク密度の高さを必要と 
します。この2～3分という時間が1つの
分岐点となるように思われます。第2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
都市中心部においてです。そうした場所
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。

アイランド・オブ・オートノミーは、都市
計画や交通システムの計画に多大な影響を
もたらすでしょう。高速道路の建設計画
から、どこにどれだけ多くの駐車場が必要
かに至るまで、広範な影響が生じるでしょう。

自動車メーカーや輸送／モビリティ業界の
他の企業にとっても、このようなアイランド
がもたらす影響は甚大です。今まで何十年
にもわたって存在してきた現在の市場は、
もはや判別不可能なものとなるでしょう。
それに代わって、アイランド上で暮らす消費
者のニーズに応じた製品、サービス、そして
投資判断によって牽引される市場が出現
するでしょう。

アイランド・オブ・オートノミーは、自動
運転車（AV）とモビリティサービス（MaaS: 
Mobility as a Service）から成り立つ市場、
すなわち、AV-MaaS市場のセグメンテー
ションを明らかにしてくれます。そのような
アイランドがどこでどのように発達するか
を知ることは、アイランド内での消費者の
行動がやがてどのように変化するか、自家用
車の所有状況がどのように変化するか、
そしてモビリティサービスがどこでどのよう
に成長するかを理解するうえで、非常に
大きな違いを生み出すでしょう。それは、
自動車産業の担い手が今後、どこでどの

ようにして価値を見出していくかを検討する
ために必要不可欠な知識となるでしょう。

そこから生じる派生的な影響も巨大です。
まず、消費者は交通手段を従来よりもはる
かに幅広く選択できるようになるでしょう。
あるボタンを押せば自分の自動運転車が
現れ、別のボタンを押すとモビリティサー
ビスカーが到着する、といった具合です。
もちろん、そこで目の前に現れる車両は、
その人のニーズ、例えば、職場に行く、食料
品店に行く、繁華街で夜を過ごす、スキー
に行くなどのニーズに対応したものとなるで
しょう。

そのような選択肢の拡大は、消費者の購買
行動の変化を引き起こします。自動車を
自己所有する必要性が減少し、自動車
メーカーが予想しているよりも速いペース
で自動車販売台数が減少する前兆となるで
しょう。これが特に当てはまるのは、セグ
メントA、B、およびCの「標準車」です。
そうしたアイランドが出現した結果として
自家用セダン販売は大幅に下落し、私たち
の概算では、その減少は約300万台に
達すると予想されます。

この驚くほどの減少によって供給能力の
過剰が拡大し、自動車メーカーがこれまで
予想していた以上に大きな破壊的変革を

市場に引き起こすでしょう。この極めて競争
が激しい市場の中で、一部の自動車メーカー
と大手の自動車関連企業は、事業存続が
困難になる恐れがあります。株式市場の
値動きは、こうした見方と一致しています。
グローバルな巨大企業の評価額の衝撃的な
低さ、そして、変革の先陣を切っている企業
の評価額の衝撃的な高さを考えてみてくだ
さい。

しかし、失われるものばかりではありません。
まもなく、1兆ドル規模の市場がモビリティ
と走行距離課金を中心として出現するで 
しょう。このような衰退と好機の双方を
理解する鍵は、アイランド・オブ・オート
ノミーにあります。

このホワイトペーパーでは、私たちの興味
深い独創的なリサーチの結果として判明
したアイランド・オブ・オートノミーのタイプ
を紹介します。このリサーチは、さまざまな
タイプのアイランドについて、それら多様な
個々のアイランドで必要とされる車両の
特別な組み合わせについて、そしてセダン
販売台数の急激な減少について説明してい
ます。今後、自動車市場の様相は一変する
でしょう。しかし、未来を見通し、適切に
対処する企業の前途には巨大な可能性が
待っているのです。

3Islands of autonomy© 2017 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.



エグゼクティブサマリー
新しい交通運輸市場

交通運輸市場は、国や地域規模の市場から、島のように散在
する150以上の「アイランド」市場、すなわち、それぞれ異なる
固有の消費者需要がある都市圏の市場へと変貌しつつあり
ます。この変化は重大なものとなるでしょう。

経済モデルの変化は不可避

製品、サービス、そして投資判断を再考する心構えが必要です。
交通運輸市場は、もはや1人当たりの国内総生産（GDP）や、
子ども2人を扶養し、犬1匹を飼っているというような4人家族
を基準として動いてはいません。そうではなく、各アイランド
におけるトリップの出発地と目的地、移動継続時間、移動距離
（マイル数）、乗車人数、ミッション（外出目的）、そして速度
から市場を理解する必要があるのです。

セダン販売の大幅な減少

アイランドは、自動車市場を変革し、セダンクラスに最大の
影響を及ぼすでしょう。自動運転車とモビリティサービスに
よってもたらされる選択肢は、自家用車（特にセダン）を所有
したいという消費者の願望を減少させるでしょう。ボタンを
押してモビリティサービスを呼び出すことが、自家用セダンの
便利さと対等の選択肢となり、消費者は、本当に所有したい
車を購入するか、外出するたびにモビリティサービスを利用
するかを選択する自由を手に入れることになります。したがって、
アイランドが自家用セダンの販売をさらに大きく下落させる
ことを予期しておくべきです。今後、米国だけで300万台の
減少が生じ、10以上の組立工場がその影響を受けて、現行
のメーカーの多くがこの車種から撤退することを強いられる、
と私たちは推定しています。

新しい消費者需要の分析

完全に同じアイランドは2つとありません。そのアイランドの
特徴を理解し、その中で競争優位を得るには、従来実行して
きた以上の深さでリサーチと分析を実行する必要があります。

トリップミッションの重視

あらゆるアイランド市場のニーズに一律に適合する汎用的な
自動車は存在しません。それどころか、各アイランドは、
消費者のニーズを満たすために固有の車両ミックスを必要と
するでしょう。市内の短距離トリップのためのポッド型自動
運転車、高速道路の利用を含むやや距離の長い通勤のための
モバイルオフィス、物流需要の増大に対応するための配送車
などです。

そのすべてを実行するのは無理

自社が競争優位を発揮できそうなアイランドを注意深く選んで
ください。利益の源泉は変化しつつあります。あらゆるアイ
ランド市場に対して万能に対応することは不可能です。
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1CHAPTER

アイランド・オブ・オートノミー
とは何か?
米国には、国勢調査局の用語で、合同統計圏（CSA: Combined Statistical Area）と呼ば
れる、30万人以上の住民から成る169の地域社会が存在しています。CSAとは、周辺地域と
経済的・社会的に結び付いた隣接する大都市および小都市から構成された広域都市圏のこと
です。このようなCSAは、それぞれアイランド・オブ・オートノミーの人口統計的特性と合致して
います。すなわち、乗車する人の密度が高いこと、そして道路の車両観測頻度が高いことです。

世界規模で考えてみると、人口が50万人以上の都市は987あり
ます1。このような地域社会は、商業都市だけに限られず、例えば、
学術都市のような形で人口が密集している街も含まれます（例：
ウィスコンシン州のマディソンなど）。これが私たちがアイランドと
呼ぶものであり、各アイランドは、自動車メーカーやモビリティ
業界にとって、それぞれ特異な市場となります。

米国の自動車市場での競争が、突然、150を上回るほど多くの
アイランド内の潜在市場に立ち向かうことを意味するようになった
のです。こうした状況でどうすれば競争を制することができるので
しょうか？　どのような分析を行うべきでしょうか？　このような
固有の地域性を伴う市場を横断する形で、どこに規模の経済を
見出すことができるでしょうか？

アイランド市場を理解する：シカゴ、
アトランタ、およびロサンゼルス－
サンディエゴ
このような疑問への答えを得るために、私たちは、サンプルとして
米国の3つの大きく異なる都市を調査しました。すなわち、シカゴ、
アトランタ、およびロサンゼルス－サンディエゴ広域都市圏です。
この3つの都市を出発点として、アイランド市場について戦略的に
検討する方法を説明することができます。

この3つの都市のリサーチに関する説明が重要なのは、そこか
ら思いがけないことが明らかになるからです。地理情報システム
（GIS）を使用して、私たちは、この3つの都市内で携帯電話データ
を分析しました。このデータは、個々のトリップの位置と移動時間
を、極めて高い精度で計測してくれるからです2。シカゴだけでも、
私たちは、18万人を超える住民の往来に伴う固有の動きを分析
しました。それから、その分析結果を外出調査アンケートから判明
した結果と比較しました。

このリサーチは、消費者による現行の交通手段（自家用車か公共
交通機関かに関わらず）の利用動向から、将来、AV-MaaSが
実現した後のそうしたアイランド上の消費者の往来を予測する、
独自の強力な方法を提供するものであると、私たちは考えています。
この調査結果は、ある種の公共交通機関利用者数およびトリップ
の分類方法（セグメンテーション）を説明しています。私たちは、
その出発点として、まずトリップが生じた場所（トリップ環境）、
各トリップの開始時刻と終了時刻（トリップ継続時間）、トリップ
マイル数（PDT）3、そしてトリップの車両乗車人数を明らかにしました。

2030年までに、人口が1,000万人を上回る都市
の数は全世界で50を超えると国連は予想して
います1。

1 The World�s Cities in 2016（United Nations） 
2 Safegraph 
3 PDT = passenger distance traveled（乗客の移動距離）
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Source: KPMG analysis of SafeGraph cell phone location data

シカゴ
「日の出」

市街から市街北 市街から郊外 郊外から市街 郊外から郊外
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Source: KPMG analysis of SafeGraph cell phone location data

アトランタ
「スター」

ロサンゼルス－
サンディエゴ
「クラスター」

市街から市街北 市街から郊外 郊外から市街 郊外から郊外

市街から市街北 市街から郊外 郊外から市街 郊外から郊外
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シカゴ
「日の出」

アトランタやロサンゼルス－サンディエゴと
比較して、シカゴは、市内の往来が占める
割合が大きく、また、（市内トリップの割合の
高さと相関する形で）15分以下のトリップの
比率も高くなっています。私たちが別途実施
した携帯電話データの分析からも、シカゴ 
では、郊外から郊外へのトリップが多く
なっており、特に通勤時間帯ではそれが
顕著です。乗車人数に関しては、シカゴの
トリップの大多数（76%）で1～2人ですが、
かなりの割合（11％）を乗車人数の多い
トリップが占めており、これは公共交通機関
の利用を示しています。

この調査結果全体は、シカゴの2つの本質
的な特性を反映しています。第1に、この
結果は、市内に居住し、自宅から近い場所
で働いている多くの人々の移動時間が短い
ことが示されています。これは人口稠密な
都市中心部に典型的な状況です。第2に、
郊外間の通勤の件数が多いことは、この
都市の企業が円環状に位置していることを
反映しており、「郊外に人口が密集している」
というシカゴの特徴を表しています。私たち
が分析した携帯電話データにも、郊外の
人口密集地と市内での動きという、シカゴ
の全体的な往来パターンが顕著に表れて
おり、まるでミシガン湖から昇る朝日ような
形になっています（そのように見るためには、
ページを回転させ、少し想像力を働かせる
必要がありますが）。この日の出の中心には、
シカゴの繁華街があります。

アトランタ
「スター」

アトランタは、郊外から郊外へ（例えば、
アルファレッタからマリエッタへ）の移動の
トリップマイル数が全体で最も大きな割合
を占めています。また、通勤時間帯における
郊外から市街へ、および市街から郊外への
トリップの件数も最大であり、シカゴや
ロサンゼルス－サンディエゴの2倍に達して
います。アトランタのトリップは、シカゴより
も移動の継続時間がやや長くなる傾向が
あります。15分以下の短いトリップは少なく、 
15～90分のやや長めのトリップが多く
なっています。90分以上の非常に長い
トリップはすべてのトリップの10％を占めて
おり、シカゴの比率の2倍です。

この調査結果を総合すると、アトランタは、
郊外間の移動が就労時間外の往来の大きな
部分を占めていること、そして市街と郊外
の間の通勤が多い都市であることが分かり
ます。このような結果に表れたアトランタの
特徴は、大規模な雇用者が中心街に存在
しており、人々が都心部に住むことが少なく、
また郊外と市街の間を移動する通勤客が
公共交通機関をあまり利用していない都市
である、ということです。私たちが分析した
携帯電話データから見ると、郊外と市部の
間の通勤というアトランタに特徴的な往来
パターンが「スター」の形状で示されてい
ます。

ロサンゼルス－サンディエゴ
「クラスター」

ロサンゼルス－サンディエゴは、もう1つの
異なるタイプのアイランドを表現しています。
ここでは、シカゴやアトランタと比べて、
非常に長時間（90分以上）の通勤がはるか
に一般化しており、トリップの20％にも
達しています。ところが、そうした長時間の
トリップは必ずしも遠距離を意味するもの
ではなく、単に速度が遅いだけであること 
が多 あ々り、これは1人当たりの移動トリップ
マイル数が低いことに反映されています。
また、ロサンゼルス－サンディエゴ内の往来
では、公共交通機関によるトリップは少数
で、乗車人数が3～6人のトリップがかなり
多くなっています。

以上を総合すると、この調査結果から、
この地域では渋滞が多いことが読み取れ
ます。すなわち、この地域の住民は、短い
距離を比較的長時間のトリップによって移動
しており、乗車人数の多い車（HOV）を優先
するレーンを使用することが多く、公共交通
機関をあまり利用していない、ということ
です。ここから判明することは、この地域
は脱集中化という特性を備えており、2つ
の大都市と非常に多くの小都市によって 
構成され、人々はその間を移動しながら
働いている、ということです。この地域の
往来パターンは、連星のような形状をして 
おり、大きな方のスターがロサンゼルス
からサンディエゴの小さな方のスターに
向かって伸び、あたかも2つの都市が融合
しようとしているかのように見えます。

8 Islands of autonomy © 2017 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.



1人当たりのトリップマイル数（PDT）

Sources: Chicago Metropolitan Agency for Planning – Travel Tracker Survey (2007–2008) 
Atlanta Regional Commission – Regional Travel Survey (2011–2012) 
California Department of Transportation – California Household Travel Survey (2010–2012)

トリップ環境、トリップマイル数、トリップ乗車人数、
およびトリップ継続時間

―  シカゴの住民は、平均して、移動距離が最も少なく、年間基準
でアトランタの住民よりほぼ25％も少なくなっています。

―  ロサンゼルス－サンディエゴは、シカゴとアトランタの中間に
位置しています。

トリップ環境によって分類したトリップマイル数（PDT）

―  郊外から郊外へのトリップが共通して支配的なセグメントです
が、構成比率には都市ごとに大きな違いがあります。

―  シカゴは都市間トリップの割合が3都市の中で最も高く、アト
ランタは郊外から郊外へのトリップの割合が同じく最も高く、
ロサンゼルス－サンディエゴはその中間に位置しています。

トリップ乗車人数によって分類したトリップマイル数（PDT）

―  車両乗車人数が1～2人のトリップは、すべての都市でPDTの
大半を占めています。

―  また、トリップ乗車人数の構成も、シカゴとアトランタでは比較
的似ています。シカゴで7人以上の割合が少し高いことは、公共
交通機関の利用率の高さで説明できます。

―  ロサンゼルス－サンディエゴでは、乗車人数が3～6人のトリップ 
の割合が大きめですが、その理由は自家用車の相乗り通勤
（HOVレーンの利用）の事例が多いためであると考えられます。

トリップ継続時間によって分類したトリップマイル数（PDT）

―  15～90分のトリップが優勢なセグメントです。

―  シカゴでは、短時間トリップの割合が最も高くなっていますが、
これは都市間トリップの割合が大きいことで説明できます。

―  ロサンゼルス－サンディエゴでは、短時間トリップの割合が最も
低く、長時間トリップの割合が最も高くなっています。これは、
この地域の渋滞の問題に起因している可能性があります。

シカゴ アトランタ ロサンゼルス－
サンディエゴ

シカゴ アトランタ ロサンゼルス－
サンディエゴ

シカゴ アトランタ ロサンゼルス－
サンディエゴ

シカゴ アトランタ ロサンゼルス－
サンディエゴ

市街から市街

市街から郊外
郊外から市街

郊外から郊外

7人以上
5～6人
3～4人

1～2人

15分未満

15～90分

90分超
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このような 
調査結果から、 
アイランド市場に関して 
何が明らかに 
なり始めているのか

シカゴ、アトランタ、そしてロサンゼルス－サンディエゴ。日の出、スター、そしてクラ
スター。シカゴには市内の往来と郊外間通勤の明瞭な傾向があり、アトランタは郊外間の
移動マイル数の大きさと、郊外と市街の間の通勤の多さが顕著であり、ロサンゼルス－
サンディエゴは移動距離が短く、所要時間が長いのが特徴です。
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この3つの都市における人の往来の相違には、このアイランドごとに違う特徴がある、という
以上の意味があります。つまり、トリップ環境、マイル数、継続時間、そして乗車人数に従って、
各アイランド市場ごとに異なるセグメンテーションを行う必要があることを示唆しています。
このようなトリップのセグメンテーションを理解することが、アイランドの中に価値を見出す 
ための最初のステップです。第2のステップは、このアイランドの調査から私たちが導き出せる
結論を検討するときに明らかになります。
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2CHAPTER

交通運輸市場にとって
どのような影響があるか?
アイランドに対するリサーチを進めていく中で、私たちは、各アイランドの市場に対するその
意味について繰り返し検討しました。同時に多数のアイランドが一挙に出現する可能性があり、
しかも、その多くはお互いに様相をまったく異にするでしょう。では、自動車メーカーは、
提供する車両とサービスの品揃えをどのように決定すれば、規模の経済を達成できるのでしょ
うか?　自動車メーカーは、これまで通用していた1人当たりのGDPや家族規模という従来の
視点からはもう理解できない市場の中で、品揃えの妥当性をどのように判断するのでしょうか?
今回のリサーチは、こうした問いに答えるための2つの重要なポイントへと私たちを導いてくれ
ます。

12 Islands of autonomy © 2017 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.



重要ポイント―その1

数百のアイランド全体にわたる数十億の
個別的なトリップの中に製品規模を
見出せる自動車メーカーが、
市場を制することになるでしょう。

トリップミッション（移動の目的）を他の
特性、すなわちトリップ環境、乗車人数、
マイル数、継続時間、および（暗黙的に
得られる）速度と併せて分析すると、速やか
にこのような結論が導かれます。私たちは、
仮説として、各トリップミッションにはそれに
固有の車両が対応し、その車両はあらゆる
アイランドで同じになるであろうと仮定して
いました。しかし、調査結果から、その 

トリップミッションを満たす車両はアイラ
ンドごとに大きく異なることが明らかに
なっています。

理想的なAV-MaaS用車両は、各アイランド
上の往来パターンの調査結果から明らかに
できるでしょう。ただし、そのパターンは
日ごとに、また時間ごとに変化する可能性
があります。1台の自動車があらゆるアイラ
ンドにわたって各トリップミッションに適合

することはありません。それだけでなく、
単一の車両ミックスがすべてのアイランド
市場に適合することもありません。供給を
需要と一致させるために必要となる車両と
サービスのミックスは、各アイランドごとに
異なるのです。生産に適した規模を見出す
ためには、住民による数十億件のトリップ
を基にしたアイランドの複雑な分析が必要
となるでしょう。

各アイランドに応じた
ミッション固有の車両
ミックス
そのような車両ミックスを特定するために
は、トリップのデータを、上述した4つの
因子、すなわち、トリップの乗車人数、環境、
継続時間、および移動距離（マイル数）の
ほか、（暗黙で得られる）速度に従って分析
しなければなりません。ただし、データの
分析はトリップミッションの各タイプごとに
行う必要があります。

上記の因子のうち3つを使用した単純な
説明を行うために、私たちは、ミッション
を、仕事／通勤、買い物／用事、社交／
娯楽、そしてやや頻度の低いその他の一般
的なミッションの集合に分類しました（また、
私たちは高価な旅行についても調査しました
が、このようなアイランドの本質と重要性
を概説するという本資料の目的に鑑みて、
各種のミッションをそのような4つの因子と
速度に従って検討することに焦点を絞りま
した）。
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トリップをミッション別に区分する

注記：この分析は、トリップをミッション別に区分するセグメンテーションの複雑さを例示するものですが、
完全な分析を行うならば、高価な旅行も調査に含めることになるでしょう。

仕事／通勤

買い物／用事

社交／娯楽

その他
学校、宗教、送迎など

トリップの継続時間、
乗車人数、および
環境によって区分

乗車人数

ト
リ
ッ
プ
の
継
続
時
間

環境

© 2017 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.



ミッションの分布だけに目を向けた場合
には、同じ車両ミックスがあらゆるアイラ
ンドに適合するように見えるかもしれま
せん。たしかに、各ミッションは、分析した
3つのアイランドのトリップの中でほぼ同じ
比率を占めています。しかし、より細かく
調べると、物事が違って見えてきます。すな
わち、特定のミッションを満たすために必要
な自動車は、各アイランドごとに異なるの
です。

例えば、シカゴでは、仕事というミッション
は市内移動が主体であるため、人口稠密な
地域内の短時間トリップに最適化された
車両が比較的大きな割合で必要になるで
しょう。具体的には、ポッド型自動車のよう

に、機動性が高く、乗り降りしやすい自動
車です。しかし、アトランタでは、仕事や
通勤のミッションが市内の移動だけで済む
ケースが少なくなり、むしろ郊外と都市部の
間の比較的長い距離をより高速で走行する
割合が高くなるため、高速時の安全性が
高く、仕事をする空間を備えた、より速い
走行の可能な自動車が必要となります。例え
ば、移動オフィス（Office on Wheels）です。
ロサンゼルス－サンディエゴで仕事のミッ
ションに対応するためには、90分以上の
トリップに適した車両の割合を大きくする
必要があるでしょう。すなわち、オフィスの
機能を果たせるだけでなく、広さと快適さ
を確保し、リクライニングシートとエンター
テイメントシステムさえ備えている車両です。

それだけでなく、各アイランドの車両ミックス
は、おそらくさらに複雑なものとなるで
しょう。例えば、シカゴには、仕事という
ミッションで重要となる環境は1つだけでは
ありません。すなわち、単に市内の移動
だけでなく、郊外から郊外への比較的
短時間の通勤も考慮する必要があるのです。
したがって、シカゴの仕事／通勤ミッション 
には、ポッドだけではなく、高速で安全に
走行できる車両も必要となります。各都市
について、そのような種類の細分化された
分析を各種のミッションについて行う必要が
あり、個々のアイランドごとに適切なカスタ 
マイズされた車両ミックスを自動車メーカー
が要件に対応した形で見出すまで、その
分析を行う必要があるのです。
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トリップの特性に基づいた車両タイプの例

ポッド
―  比較的短時間のトリップ

―  機動性が高い

―  乗り降りが容易

移動オフィス
―  比較的高速で走行

―  高速道路上での安全性

―  仕事ができるスペース

移動リビングルーム
―  スペースが広く、快適

―  リクライニングシート

―  エンターテイメントシステム
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英国の1人当たりPDTの動向

場合によってはトリップ数が減少することもある
モビリティサービスが発展するに従って、自家用車の個人所有に影響が生じ、自動車メーカーが提供しなければなら
ない車両ミックスにも影響が及んでくるでしょう。そのような影響の兆候として、買い物というミッションについて検討
してみましょう。ロンドンでは、消費者が店舗まで自家用車を運転するトリップ数とマイル数が、格安な宅配サービス
の普及に伴って、はっきりと減少してきています。

英国の1人当たりPDTは、2008年から2014年までの間に6％
減少しましたが、その原因は主として買い物／用事関連の
ミッションによるものです。

買い物／用事の枠内では、PDTの減少は、食品や雑貨と耐久消費
財の搬送で集中的に生じていました。

ミッション別の年間の1人当たりPDT 
―2008年から2014年の変化（km）

買い物／用事の内容別の年間の1人当たりPDT 
―2008年から2014年の変化
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送迎

買い物／用事

仕事

社交

学校／宗教 その他（送迎以外）

私的な所用

食品の買い物

食品以外の買い物

20142008 20142008
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自家用車（POV: Personally owned vehicle）

百
万
台

百
万
台

兆
マ
イ
ル

Source: KPMG analysis 
Note: Passenger vehicle VDT analysis excludes non-MaaS commercial POV

重要ポイント―その2

自動運転車とモビリティサービスは、
自家用セダンの終焉を加速する
可能性があります。

米国の自動車業界は、すでにセダン販売の下落に見舞われており、
それをSUV販売の増加が相殺している形です。AV-MaaSがアイ
ランドに出現すると、この下落が急激に加速するだろうと、私たち
は予想しています。

「認知、判断、操作、そして学習（I See, I Think, I Drive, I Learn）」
の中で、私たちは、MaaSが自動車の販売を低下させるだろうと
予測しました。そして今回は、アイランドについてのリサーチを行い
ました。その結果、私たちは、自動運転車とモバイルサービスの
出現は、自動車販売需要をさらに押し下げるという確信に至った
のです。特にセダンの販売です。そのペースは、自動車メーカー
が予想していたどの下落も大きく上回るでしょう。私たちは、個人
向けに販売されるセダンが、米国内だけで年間300万台減少する
可能性があると推定しています。

この影響が生じる主な理由は2つあります。人口密度の高い都市部
を擁するアイランドでは、消費者は、モビリティサービスを容易に
利用できるようになり、それが自家用車の販売を引き下げるで
しょう。このような環境で特に目立って大きな割合を占めている
車種はセダンであり、現在52％もの高率となっています。

また、アイランドの郊外に住んでいる消費者も、このセダン販売
の減少を助長するでしょう。自動運転車が市場に登場すると、郊外
の消費者はそれを購入する一方で、自らの所有する自動車の数を
減らすでしょう。そこでも、やはりセダンがその減少の標的となる
可能性が高いでしょう。複数の自動車を持っている世帯は、自家用
車を集約する方向に進むでしょう。なぜなら、無人運転車は、
運転手が降車した場所に空車の状態で駐車させておく必要がない
からです。無人運転車は2倍も3倍も稼働することができるのです。
おそらく、買い物や家族旅行など、快適さとスペースを必要とする
ときのために、比較的大型の車両を手元に残しておくでしょう。そこ
でも、最初に手放す自動車はセダンになるでしょう。

セダン販売の予想外の劇的な減少の効果は、バリューチェーンの
中に大きな過剰能力を生み出すことです。この過剰供給は、自動車
メーカーだけでなく、サプライヤー、チャネル、ディーラー、そして
物流業者（自動車を運搬するトラックや船舶など）によっても、
痛切に実感されるものとなるでしょう。

こうした大規模な変化の結果、現在、米国市場に年間80万台を
超えるセダンを供給している10社の自動車メーカーはわずか3～4社
にまで縮小すると私たちは予想しています。

乗用車のVDT 乗用車の保有台数 新車販売台数

1台当たりの平均乗車人数の下落によって、
VDTはPDTよりも急速に増加します。

保有台数の成長は、AV-MaaS車両が自家用車
（POV）の一部の必要性を解消するのに伴って
低下します。

自動運転車以外の車両の販売は下落しますが、
自律走行の私有車（AV-POV）とMaaS車両が
それに取って代わります。

AV MaaSAV-POV

予想される販売
台数の減少
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AV-MaaSの出現は、主として2つのグループに影響を及ぼし、さらに長期的な業界動向も車両ミックスに
影響をもたらすでしょう。

2016年、地理環境と自動車の保有状況による世帯分類 
（単位：百万台）

2016年と2030年の年間自動車販売台数の比較（単位：百万台）

人口稠密な
都市部

（10k万人／
平方マイル超）

都市部
（4千～1万人／
平方マイル）

郊外
（1千～4千人／
平方マイル）

田園
（1千人／平方
マイル未満）

1台 2台 3台以上0台

グループ1および2

自然な動向

グループ1のみ

影響なし

AV-MaaS

330万台減
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注記：この分析は、フリート／事業者保有車（AV-MaaSを含む）の車種のミックス
を評価しておらず、現在のフリートセールス（社有の全車両の一斉販売）への影響
を除外しています。

総合すると、このような影響は、個人所有の自家用
セダンの販売台数を300万台以上も減少させる可能
性があります。

セダン販売の自然な下落動向

説明と根拠
ガソリン価格の低下とより安全な自動車への選好に起因し、一般的な
消費者動向として、セダンの購入者が減り、大型車を購入する人が増える。

保有している車種
すべて

自動車の保有に対する影響
世帯はセダンを手放し、特別な家族行事のためにより大型のSUVや
バンを保有する。

グループ2：2台以上の車を保有している都市部／ 
郊外の世帯

説明と根拠
郊外の住民や世帯は、2台目（または稀なケースでは3台目）の自動車を
保有していても、AV-MaaSが信頼できる安価な選択肢になれば、それを
手放してもかまわないと考える可能性がある。

保有している車種
通常、1台のセダンと1台以上のSUV／バン

自動車の保有に対する影響
SUVや他の大型車を優先し、セダンを買う人が減る。

グループ1：都市部の住民

説明と根拠
人口密度の高い地域の住民は、通常、自動車を1台保有しているが、
頻繁には使用しておらず、自家用車を保有する代わりにAV-MaaSを
利用して駐車コストを節約したいと考えていることが多い。

保有している車種
通常は、セダン

自動車の保有に対する影響
人口密度の高い地域では、自家用車を手放す人が増える。

個人所有の 
自家用セダン
フリートセダン
（事業者保有の

セダン）

SUV

その他

2016 2030
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アイランド上のAV-MaaS市場のニーズを画一的な戦略や製品で満たすこと
はできないでしょう。人の動きのほか、公共輸送サービス、民営の輸送手段、
私有の輸送手段、およびシェアードモビリティサービスの相互関係によって、
さまざまな車両とサービスの組み合わせと数量が要求されるようになるで
しょう。

アイランド上の需要は、個々のミッション／トリップのレベルで生み出され
ます。したがって、アイランド上の需要の予測、消費者のセグメンテーション、
および車両プラットフォームと車両ミックスの定義は、個々のミッション／
トリップのレベルで実行しなければなりません。

モビリティサービスに対する需要の予測には、これまで世界に存在しなかった
新しい能力が必要となります。国レベルの需要予測は、まず主要都市とその
メガリージョンを個々に完全に理解し、それから都市部、郊外、そして田園
地域の需要を集計しない限り、有用なものとならないでしょう。需要の予測は、
単純なTNC（ライドシェアサービス）需要を超えて、公共輸送機関、私的
輸送手段、そして人が移動するすべての手段を包含する形で行わなければ
なりません。そうしなければ、自家用車と商用車の量を正確に把握することは
不可能です。

留意すべきなのは、PDT／ VDTは、自動運転車が市場に参入するにつれて、
増大し続ける、ということです。KPMGは、今後、個人のモビリティ、特に、
高齢者層と若年者層のモビリティが増大すると引き続き考えており、また自動
運転車とモビリティサービスの導入は車両の走行距離の増大を促し続ける
だろうと考えています。

モビリティサービスは、数兆ドル規模の市場になるでしょう。自動車メーカー
は、この新しいバリューチェーンにどのように参加するかを検討して見極め
なければなりません。

自律走行とモビリティは、自家用セダンの終焉を加速するでしょう。これが
特に当てはまるのは都市部であり、複数の自家用車を保有している人が車を
減らしたり、モビリティサービスの利用を増やしたりするにつれて、その動きは
速まるでしょう。

2つの重要ポイントの意味

以上の2つの重要ポイントから
見て取れるのは、自動車業界
の関連企業は、モビリティや
車両製造で利益を生み出す
ことが可能であるものの、これ
からは従来とまったく異なる
市場を相手にすることになる
ということです。
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3CHAPTER

どのようにして
機会をつかむか?
アイランド・オブ・オートノミーが急増し、それを取り巻く消費者の行動が変化するにつれて、
自動車業界の担い手は、アイランドの出現をビジネス成長の機会として活用するために、自社
のビジネスの性質を再考しなければならなくなるでしょう。そして、どこのアイランド市場で
競争に参入すべきかを正確に選択し、提供するサービスの種類を確定し、生産する車両の厳密
なミックスを決定しなければなりません。
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アイランド・オブ・オートノミーを理解することは、膨大なデータと
分析のニーズを伴う複雑な問題です。そのためには、さまざまな選択
肢を徹底的に考え抜く戦略的な思考が必要であり、その理解の如何
がビジネスに巨大な影響を及ぼすでしょう。そして、勝者と敗者の
明暗がはっきりと分かれていくでしょう。KPMGは、お客様がこの
特に困難な時期を切り抜けられるようにお手伝いをする機会を待ち
望んでいます。
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本冊子は、KPMG Internationalが2017年に発行した�Islands of autonomy�を翻訳したものです。翻訳と英語原文間に齟齬があ
る場合には、当該英語原文が優先するものとします。

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありませ
ん。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点およびそれ以降においての正確
さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の
状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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