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【要約】 

自動車は接続性を獲得することにより、もはや単体の機械ではなくなる。スマホのようにネットワ

ークの端末であり、都市のインフラの一部に進化する。自動車を端末として利用する都市システム

が構築され、自動車は単に移動の手段ではなく、都市そのものになる。 

このような都市をスマートシティと定義すると、スマートシティでは、自動車はすでに交通手段だ

けではなく、生活や経済活動の手段だ。このシステムは、自動車業界だけでなく、行政組織や通信

をはじめとする多くの産業の参加によって、あらゆる経済活動、公共サービスまでを包含するものと

なる。 

通信ネットワークと交通が融合して、経済活動や生活だけでなく都市そのものを変えてゆく。その

ような都市システムでは、ネットワークとしての自動車を利用して、数多くの企業がサービスを提供し、

住民すべてが、その恩恵を受ける。移動そのものの概念が変わり、アクセス性が向上する。このた

めに、都市計画はより自由度が高くなり、良質な住宅の供給や各種の住民サービスの提供など住

民にとって住みやすい街が実現できる。自動車を中心とした新しい都市システムが、広島県と各市

が策定している「立地適正化計画」に基づいた、「コンパクト＋ネットワーク型の都市構造」を実現す

る。それを広島スマートシティと呼ぶ。 

広島スマートシティの基盤となる都市システム構築のためには、広島の産学官金の協力により、

自動車産業という壁を取り払い、都市システム産業ともいうべき新しい産業が誕生しなければなら

ない。さらに、この新しい都市システムを利用して、サービスを提供する事業者・企業との協業が必

須になる。そのような産業をまたがるパートナーシップが実現してこそ初めて新しい都市システムが

完成する。そして、この都市ネットワークを基盤とする経済圏が広島に誕生する。 

本稿では、都市システムの原動力となる、10 年後の広島で使用される自動車を管理する都市シ

ステム開発、３タイプの自律運転電気自動車開発、1 タイプの伝統的自動車とそのうえで実現する

経済モデルを論じる。全体のシステムと、そこで使われる自律運転自動車を、広島スマートシティに

おいて、実用化し、実績を積むことで、システムと自動車を、国内の他の都市や海外へ販売するこ

とにより、広島の経済活動を活性化することを想定している。 
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１．自動車は都市システムに進化 

自動車産業は、経済波及回効果や、その産業のすそ野の広さから、どの国あるいは地域にとっ

て重要であり、経済の根幹をなすと言っても言い過ぎではない。しかし、誕生から 250年を経て、自

動車は、単に交通手段の乗り物ではなく、新たな次元に進化しようとしている。この進化によって、

社会や経済の中心を担う、さらに重要な産業になってゆく。 

自動車産業の今後を表す言葉として、CASE（コネクティビティ、自律走行、シェアリング、電動化）

に疑いを持つ人はいないであろう。これらの変化の波は、自動車業界だけでなく、公共交通機関、

多くの産業・企業だけではなく、すべて都市そのものの姿を一新させる可能性がある。 

10年後の広島における自動車産業の未来を考えるにあたっては、レベル５の自律運転が実現し

ていること、少なくとも５Gが不感地域なく実現していることを前提に論を進めたい。 

CASE の 4 要素の中で、真に革新的な力を持つのは、接続性（コネクティビティ）である。これに

より、自動車はその誕生以来の新たな次元へと進化する。コンピューターが、ネットワークにつなが

って、より力を発揮したように、自動車も独立した存在ではなくなり、今までとは違う便益や経済的

価値をもたらす。 

もちろん、ユバル・ノア・ハラリが予言したように、すべての車が一つのシステムにつながることに

より、事故が無くなるというような、交通上の便益もあるが、その革新は交通だけでなく、生活のすべ

てに及ぶのである。 

2030 年に実現すべき自動車を中心とする都市システムの可能性を考え、その構成要素である 3

タイプ自動車と自動車本来の魅力である運転を楽しむ自動車の広島独自可能性の案を考察する。 

 

1.1自動車産業の革新的進化 

自動車は接続性を獲得することにより、もはや単体の機械ではなくなる。スマホのようにネットワ
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ークの端末であり、都市のインフラを構成する。つまり、自動車を端末として利用する都市システム

が構築され、自動車は単に移動の手段ではなく、都市そのものになる。自律運転自動車をつなぐ

都市システムが、住民の生活をより便利に安全にし、経済活動を活発化し、不動産としての都市の

姿を変える。 

この動きは、すでに始まっており、ソフトバンクとトヨタ自動車をはじめとする自動車会社各社は、

共同出資会社「MONET」を 2019年に設立し、モビリティを中心にした、新しい都市の研究を開始し

ている。具体的な内容は不明だが、利用者・生活者・交通事業者・サービス事業者をつなぐ、新し

い都市の可能性を検討しているという。 

このように、すでに自律運転車は、モビリティの課題を解決することは確実で、住宅地域とビジネ

ス地域の物理的な距離を解消したり、移動空間を仕事などの生産的な活動の場へと変えてゆくこと

は確実だ。 

 

1.2広島スマートシティという都市システムの構築 

このような都市では、自動車はすでに交通手段だけではなく、生活や経済活動の手段となる。こ

のシステムは、自動車業界だけでなく、行政組織や通信をはじめとする多くの産業の参加による、

あらゆる経済活動、公共サービスまでを包含するものとなる。このような社会システム構築のために

は、広島の産学官金の協力による自動車産業という壁を取り払い、都市システム産業ともいうべき

新しい産業が誕生させなければならない。さらに、この新しい都市システムを利用して、サービスを

提供する事業者との協業が必須になる。そのような産業をまたがるパートナーシップが実現してこ

そ初めて、真に住民の利便性が向上し、新しい経済活動を生み出す都市システムが完成する。 

広島スマートシティにおいては、県や市の策定した「立地適正化計画」に基づいたゾーニングが

行われ、中心のビジネスエリアや居住エリアでは、自動車道路とは別の、歩行者や自転車のため

のコミュニティが形成される。買い物、娯楽という生活施設の適切な配置とともに、都市景観や緑地

の保存が両立した都市とすることができる。 

新しい都市システムにおいて、自動車は移動の手段というだけではなく、現在のスマホのような

生活のツールとなる。このために、この産業は、通信、ネットワーク、センサー、サービス、住宅、物

販、広告などまで含めた幅広い企業を含むか、連携するように変化しなければならない。幅広い企

業・産業の参画により、生活のあらゆる面の課題を解決できるため、この都市システムは、移動手段

の提供にとどまらない、大きな経済的価値を生み出す。 

また、この都市システムの実現・実用化のためには、広島県、広島市および周辺自治体、公共

交通機関などが参加する広島スマートシティ構想と呼ぶべき新しい都市計画・行政計画・交通規

制の構築が必須である。 

 

1.3広島スマートシティ・コミュニティ自動車 

広島スマートシティ構想では、広島市中心部のビジネスエリアは交通特別エリアとして、配送など

の指定車両以外の進入はできない規制を行う。移動の交通手段として、既存の鉄道は利用するが、
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一般の自動車やバスの使用については制限する。 

ビジネスエリアとして設置される交通特別エリア内の移動や特別エリアと居住エリアの移動につ

いては、専用の自律運転電気自動車のみとして、広島の自動車工場で製造される。この自動車は、

2 人乗りまでの、自律運転の近距離専用小型電気自動車で、すべて周辺の自治体群、広島経済

界が出資する第三セクターの会社の所有とする。既存のタクシー会社を含む、交通サービス事業

者については、この特別エリア内での営業は不許可とし、その代わり第三セクター会社への出資を

認め、自律運転電気自動車の運行を業務委託する。 

第三セクター会社がネットワークを通じて、GPS 機能を使って、全車両を一元管理するために、

渋滞や事故は解消され、住民の移動やビジネスの効率は飛躍的に向上する。コミュニティ自動車

の運行のための駐車スペースの確保のために、特別エリア内および広島市中心部外の各所の駐

車スペース所有者から、第三セクター会社が年間契約で借入れ、使用料を支払う。自動車の充電

は、この駐車スペースに設備を設置して行う。 

この自動車は、すべてオンデマンド方式の利用として、朝夕の通勤時を含め、必要な時に、スマ

ホアプリで呼び出して利用する。運行センターで管理を行っているために、非稼働自動車は、適切

には配置され、アプリからの呼び出し・到着時間は最小になるように設定する。 

第三セクター会社の業務は、この自動運転自動車の運行や、駐車スペースだけでなく、移動中

の利用者へのコンシェルジェとして機能して、サービスを提供してその対価も受け取る。そのサー

ビス内容は、買い物や各種予約など参加希望企業によってサービス内容を決定する。 

このコミュニティ小型自律運転自動車を指定自動車にするすることにより、量産効果が生まれ、

価格競争力が高くなる。そして、都市システム全体での運行実績を積むことで、国内の他地域や海

外に、車も含めたシステム全体で販売することを目標とする。 

 

1.4 移動サービス巡回車 

自動車が自律運転を行うことで生まれる空間と時間を利用する巡回移動サービス車を運行する。

このサービスに利用する車は、小型バス程度の大きさを持ち、特別エリアも含め、各地域の巡回コ

ースを移動する。停留所はなく、コース上であれば、アプリでどこでも止められる。老人や交通弱者

は特別な権限のあるアプリを持ち、希望する場所へ移動を指示できる。 

所有と運行は、第三セクター会社が行うが、車内でのサービスは、希望事業者を募り運営を委託

する。このサービス利用事業者は、車両所有者である第三セクター会社に利用料を支払う。車内

におけるサービスとして、第一に想定するのは、広島市や広島県が行う住民サービス機能である。

現時点で存在する区役所や出張所の窓口は廃止し、この移動サービス車にて行う。続いて必要な

サービスとして考えられるのは、医療サービスや食品販売サービスである。特に高齢化社会への対

応として、500 メートル圏内に食品店・スーパーがない地域対象の食料品の販売を優先的に実施

することにする。 

だが、基本的には事業者を募集して、実施するサービスのため、これに使われる自動車はオー

ダーメイドになるが、対面での面談や物販などの基本的なモデルを設定する。 
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この自動車の車体やサービス対応のための改造についても、システム一体として、国内・海外へ

の販売を想定する。 

 

1.5環境・安全サービス自動車 

自動ごみ収集車両を開発する。この自動車は、ごみ収集を自動で行うほか、道路の清掃も同時

に行う。すべての車両は、第三セクター会社が、所有し、市より、ごみ収集と道路清掃の業務委託

を受けて実施する。現在のごみ収集と大幅に方法が変わるので、自治体と住民は、この自動回収

に対応するための、ごみの集積所やゴミ出しの方法については協力しなければならない。しかし、

自動で回収が行われるようになるため、費用が大幅に削減できるようになる。この車両およびシステ

ムも、国内外への販売の有望な商品となる。 

 

1.6 ビッグデータ収集による住民サービス 

データ収集のための特別な自動車は用意しない。上記の 3 種類の車両に搭載する画像などの

センサーが、走行時に画像などのデータをセンターに送信する。このデータを AI が判断して、犯

罪、事故、火事などの路上やその周辺の異常や改修の必要性を、警察、消防、道路補修担当など

に自動で通知する。多数の自律運転自動車が収集するビッグデータは、広島をより安全で、快適

な都市へと変えてゆく。 

このセンターで収集するデータには機微なプライバシー情報を含むため、管理センターはシス

テム全体の運営を行う第三セクター会社とは別の行政組織として特別な管理を行い、情報の管理

には細心の注意を払うこととする。このシステムも、上記の 3 タイプの自動車販売時の付帯システム

として商品化する。 

 

1.7自動車システム開発拠点の整備と産業振興 

10 年後の自動車産業は、上述のように、自動車単体を部品から組み立てる産業ではなくなって

いる。自動車を中心にしたネットワークとその上で行われるサービスの複合的な産業である。これを

開発して、販売していくためには、数多くの種類の通信ネットワークや IT 企業の存在が必要となる。

このために自動車会社のシステム部門と連携して、システム全体を構築する会社や技術者が多数

必要とする。 

このような IT 企業のクラスターを広島に作るために、広島空港に近い場所に IT 企業が開発拠点

を持つための自動車システム団地を設置する。ここに会社を移転するあるいは開発拠点を置く企

業には、助成を行い、誘致する必要がある。また、そこで働く人材育成のために、IT 専門学校を地

元の教育機関と連携して設置する。同時に、希望する住民には補助金を出して、自動車システム

事業に携わる人材を育て、広島地域を自動車を中心とする都市システム開発地域と変えてゆく。 

 

1.8 趣味としてのドライブのための自動車 

自動運転が可能になっても、車を運転する喜びや楽しみがなくなることはない。むしろ、普段は
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自律自動車を使用していても、運転を望む人がいなくなることはない。自ら運転を楽しむために、

現在のマツダ ロードスターのような電気自動車を開発する。この自動車では、市内中心部の特別

規制エリアには進入できないが、郊外において運転を楽しむ人の趣味の車である。現在のロードス

ターの走りを受け継ぐ電気自動車で、自律運転の機能のない車とする。 

自律運転機能はないものの、ネットワークには接続され、様々なサービスに対応可能だ。すでに

実用化が近い健康モニターシート装備するのも魅力を高める方法だ。 

趣味性の高い車のため、内装には広島県産の木材とその加工技術が生かされた造りになって

いる。無垢の木材を多用した内装で世界中の車好きがあこがれるような車として、国内はもとより世

界に輸出する。 

 

1.9 おわりに 

 自動車産業は、20世紀から今日まで、経済の中心となってきた。先進国における GDP寄与額に

おいても、その雇用人口においても、各国の土台となってきた産業だ。そして、その自動車はネット

ワークにつながり、また自律運転が可能になることで、新しい役割を担うことになる。その役割は、

今までの移動を超えて、生活の、そして経済活動の基盤の働きを加えることになる。また、そのよう

に進化させなければ、産業としての未来はない。 

 iPhoneが発売されて 10年を待たずに、世界中で生活も経済活動も大きく変わった。残念なが

ら、その変化に対応できずに消えていった産業や会社は多い。また、 iPhoneの経済生態系は、

今後の自動車のモデルとしても有用な指標となる。 iPhoneの上に構築されたビジネスは、垂直的

なコンテンツやアプリの販売にとどまらず、広告業の Googleからも標準検索エンジンとして初期設

定をする代金として年間に 1兆 6,500億円もの代金を受け取っている。iPhoneの持つエンドユー

ザーを経済価値に変えているのだ。電話という単にネットワークの一部の端末という位置から大転

換を成し遂げたのである。つまり、ハードウエアの iPhoneの販売は出発点で、そこから付加価値の

巨大なビジネスを生み出している。スマホでできたことが、自動車という必需品でできないことはな

い。自動車システムを含む都市システムは、様々な経済活動の土台になり、大きなリターンを得ら

れる可能性を秘めている。 

  iPhoneの例のように、ハードウエアとしての自動車と、それをつなぐシステムが、新しい産業にな

らなければならない。そのためには、今の自動車産業という枠を超えて、多くのシステム会社、ネッ

トワークサービス会社などを取り込んだ、より大きな産業に変わってゆくべきだろう。自動車産業にと

って、これからの 10年は重要な時間である。進化しなければ生きてゆけない時代が訪れている。

自動車の中から社会を見るのでなく、社会の一部として、外から自動車を見て、もう一度、乗り物で

ない新しい自動車を再発明するときである。  
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