
（ 15 ）

15

IATSS Review　Vol. 43,  No. 1 June, 2018

進む都市化と変わるカーデザイン

　自動車が数ある工業製品の中でここまで普及した
のは、個人が好みのデザインやメカニズムを選び、
いつでもどこでも移動していけるという自由さに
あったと認識している。だから、カーデザインにつ
いても機能的側面のみならず、ユーザーが買いたい
と思える嗜好的側面が重視された。
　代表格が1950年代の米国車である。いわゆる自
動車先進国の中で、第2次世界大戦の国土被害が皆
無に近かった米国の自動車は、毎年のように車体が
大きく、クロームメッキなどを用いた装飾が派手に
なり、ついには飛行機の尾翼を思わせるテールフィ
ンを車体後部に装着するという状況だった。
　しかし1960年代になると、先進国で排出ガスに

よる大気汚染が問題となり始め、1970年には衝突
安全性能が重視されるようになる。続いてオイル
ショックも勃発した。
　それまで自由闊達なデザインとメカニズムで愛好
家を増やし続けてきた自動車は一転して、大気汚染
や交通事故、燃料消費率といった異なるベクトルで
の進化を余儀なくされるようになった。本稿では、
これ以降の自動車のデザイン面の変遷について、社
会や都市との関わりを交えながら紹介していく。

　社会性を意識した自動車はまず、欧州で生まれた。
米国とは違い、多くの国が第2次世界大戦の戦場と
なったために甚大な被害を被っており、その後も中
東戦争によって石油の供給が制限されるなど、何度
も試練が訪れていた。
　第2次世界大戦中には、いくつかのメーカーが戦
後の混乱を予想して安価な小型車の開発を進め、終
戦直後に世に送り出した。
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　第2次世界大戦前から戦後にかけて、自動車のデザインは主として顧客の嗜好性を刺激
する方向で進化してきた。しかし、1970年代以降は地球環境や交通事故、さらに都市化
など社会的な潮流への対応が重視されており、年を経るごとにその比重が高くなってい
る。また近年は、自動車業界以外の業種からの参入者も目立つ。本稿では、都市化が進
む現代社会に見合ったカーデザインについて、電動化や自動化、シェアリングなどの直
近の動きを見ながら、今後の方向性を提案していく。

　Between before and after World War II, the automobile design evolved primarily 
in a way that stimulated the customer's palatability. However, since the 1970s, 
dealing with such social trends as the global environment, traffic accidents, and 
urbanization has been emphasized, and its importance is increasing every year. In 
recent years, there have been some new entrants that come from other industries. 
In this article, I will propose a future direction on car designs that are well suited 
to our contemporary society where urbanization advances, while looking at recent 
movements such as vehicle electrification, autonomous cars, and sharing economy.
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グやペダルを持たない無人運転車であることも共通
する。ただし、e-Palette Conceptは個人の移動、公
共交通、物流のすべてに対応するとしており、情報
通信技術を駆使して移動中にさまざまなサービスを
提供し、新たなモビリティサービスの創出に貢献す
ることを想定している。
　さらにトヨタは、この車両を用いてモビリティ
サービスプラットフォームの構築を推進しようとし
ており、すでに初期パートナーとしてAmazon.com、
Pizza Hut、Uber Technologiesなどに参加してもら
うことも発表している。
　e-Palette Conceptについてトヨタは、2020年代
前半には米国などでサービス実証を目指すととも
に、2020年には一部機能を搭載した車両で東京オ
リンピック・パラリンピックのモビリティにも活用
するとしている。このコンセプトを軌道に乗せるこ
とが、明日のカーデザインの具現化につながるだ
ろう。
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　フランスのシトロエン2 CV、英国モーリス・マ
イナー、スウェーデンのボルボPV444などが代表
格となる。アドルフ・ヒトラーの指揮のもと、戦前
のうちに開発が終了していたドイツ（当時は西ドイ
ツ）のフォルクスワーゲン・ビートルも、結果的に
は同じタイミングで市販に移された。
　さらに、スエズ動乱（第2次中東戦争）が契機と
なったオイルショックでは、1959年に英国BMC

（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）
のMINI（Fig.1）が生まれた１）。
　車体前部に縦置きにして後輪を駆動していたエン
ジンを横向きにして前輪を駆動。サスペンションは
金属バネからラバーに換え、15インチが標準だっ
たホイール／タイヤは一気に10インチまで小型化
するなど、随所に画期的な設計が盛り込まれた。
　前衛的な設計でありながら、MINIが多くの人に
受け入れられたのは、全長約3mながら大人4人が
乗れ、国際ラリーでドイツの高性能スポーツカー、
ポルシェを破って優勝するほどの走行性能の高さを
秘めていたことが大きい。大衆車でありながらクラ
スレスであったことから、実際、富裕層がセカンド
カーとして乗ることも多く、老若男女を問わず受け
入れられ、2000年まで製造されるロングセラーに
なった。
　1970年代に入ると、自動車はさらに社会への適
応が求められるようになる。米国などで排出ガス規
制が始まり、数年後に勃発したオイルショックが後
押しとなって、経済的な小型車に注目が集まるよう
になる。
　この時期に誕生したのは、日本の本田技研工業

（ホンダ）が発表したシビック、フランスのルノー
5（サンク）、フォルクスワーゲンのゴルフなどで、
いずれもMINIと同じ前輪駆動2ボックススタイル
だった。他社もこのカテゴリーに次々に参入し、こ

れが小型車の定型になった。社会の要求に合わせて
生まれたカーデザインが、社会の主役になったので
ある。
　この時期にはもう一つの社会的な要求として、交
通事故死者の増加に対処すべく衝突安全基準の強化
も実施された。特に厳しかったのは米国であり、時
速5マイル以下ではボディに損傷を与えてはならな
いという通称5マイルバンパーの装着が義務付けら
れた。
　これに対して自動車メーカーは、当初は既存の車
体の前後に無骨なバンパーを備えていたが、まもな
くバンパー全体を樹脂で覆い、車体との一体感を強
めたデザインが目立ち始めた。現在、多くの乗用車
がボディとバンパーの境目のない造形となっている
が、これは安全基準強化がきっかけだったのである。

　1980年代になると、排出ガス規制や衝突安全規
制の強化が一段落したこともあり、乗用車は再び速
さや美しさといった自動車が根源的に持ち合わせて
いた魅力を前面に押し出すようになる。しかしそれ
も束の間、1990年代には再び二つの課題に直面す
ることになった。
　一つは地球温暖化である。1992年に開催された
地球サミット（国連環境開発会議）や京都議定書が
採択された5年後のCOP3（第3回気候変動枠組条
約締約国会議）などが契機となり、世界中で話題に
なり始めた。
　自動車の排気ガスは、有害ガスの排出量について
は排出ガス規制によって一定レベルに抑えられた
が、内燃機関である以上、温室効果ガスの主役的存
在である二酸化炭素の排出は避けられず、一部の新
興国で爆発的に自動車の台数が増えつつあったこと
もあり、自動車メーカーにも対策が求められること
となった。
　もう一つは都市への人口集中である。国連の統計
によれば、1950年には30%だった都市部の人口の
割合は、2010年には54%にまで高まったという２）。
この過程で当然ながら、都市部への自動車の流入も
問題になった。特に急成長を遂げた新興国の都市は、
慢性的な渋滞に悩まされることになった。
　こうした時代背景を受けて、ドイツのダイムラー

（当時の社名はダイムラー・ベンツ）が送り出した
のがSmart（Fig.2）だった３）。
　Smartの原案は時計会社のスウォッチが企画し

た。スウォッチのようにカジュアルなテイストのシ
ティコミューターを考えた。自動車メーカー以外か
らの発想という点もまた斬新だった。
　同社は当初、フォルクスワーゲンに話を持ちかけ
たが、同社はすでにシティコミューターの開発を進
めており、同じドイツのダイムラーと手を結ぶこと
になった。1994年に両社はMCC（マイクロ・カー・
カンパニー）という合弁企業を設立すると、4年後
にスウォッチ（Swatch）とメルセデス（Mercedes）
の頭文字にアート（Art）を組み合わせたSmartと
いう車名で発売した。
　車体の長さは約2.5mと、現在の軽自動車より1m
近く短く、乗車定員は2名だった。強固なスティー
ル製フレームにカラフルな樹脂製パネルを装着した
デザインは、卵形のフォルムともども新鮮な印象を
与えた。
　Smartのような車種がこれまで存在しなかったわ
けではない。第2次世界大戦直後と1970年代のオイ
ルショックの時期には、簡潔な2人乗り車体にス
クーター用小排気量エンジンを組み合わせたクワド
リシクル（四輪自転車を意味する仏語）と呼ばれる
車種が存在していた。主として郊外にある小都市の
高齢者向け移動手段として提供されてきた。
　一方のSmartは、軽自動車と同等のエンジンを搭
載しており、高速道路の巡航も可能だった。そのた
めクワドリシクルのカテゴリーには属さず、新しい
時代のシティコミューターとして認識された。
　しかし、Smartは売れなかった。そのためスウォッ
チは次第に資本を引き上げ、2000年に完全に撤退
した。2人しか乗れない割に高価だったこと、クワ
ドリシクルのような免許面の恩恵が受けられなかっ
たこともあるが、ダイムラーが画策した駐車場やレン
タカーなどの優遇措置が進まなかったこともあった。
　最後に紹介した優遇措置は、車体の小ささ故、駐

車空間が節約できる分、料金を割り引いたり、多人
数乗車や遠距離旅行をする際に他車を割安で借りら
れたりできるという内容だった。
　本気でSmartを都市内のモビリティツールとして
浸透させるなら、公共交通の導入と同じように、事
前に競合他社を含めて入念な説明が必要とされると
ころだが、ダイムラーの手段はやや強引だったようだ。
　その後もSmartは、二度のモデルチェンジを経験
しながら生産を続けているが、現行型ではルノーと
の共同開発生産となり、販売台数が稼げる4ドア4
人乗り仕様を加えるなど、当初の思想はかなり薄
まっている。
　Smartの登場と同じ時期には、日本のトヨタ自動
車からe-com（イーコム）、日産自動車からハイパー
ミニ、そして、ホンダからICVSシティパルと似た
車両が発表された。いずれも電気自動車で市街地走
行に専念しており、ITS技術を融合したカーシェア
リングの実証実験も行うなど、Smartより一歩踏み
込んだ内容になっていた。しかし、3台とも量産化
には至らず、まもなくプロジェクトは終了している。

　より現実的な意味での環境対応車として1997年
に登場したのが、世界初の市販ハイブリッド車であ
るトヨタのプリウスである。ガソリンエンジンと電
気モーターを結合し、バッテリーやインバーターを
搭載することで、市街地走行での環境性能を飛躍的
に高めた。世界各地で受け入れられ、その後の環境
対応自動車のベンチマークになったことは、多くの
人が認めるところである。
　プリウスはデザインも革新的だった。エクステリ
アは環境性能を高めるべく空気抵抗の少ない形状と
しており、その後のプリウスの伝統となった。イン
テリアでは液晶表示のセンターメーターとその下の
マルチディスプレイが斬新で、他の多くの車種に影
響を与えた。
　続いて電気自動車の量産車が登場する。我が国で
は2009年に三菱自動車工業のi-MiEV（アイミーブ）、
翌年、日産からリーフが発売された。海外では
2012年に米国テスラのモデルS（Fig.3）、次の年に
ドイツBMWのi3が登場した。
　このうちi-MiEVは既存の軽自動車の車体を流用
しており、リーフはデザインこそ独自であるものの、
プラットフォームは同クラスのガソリン車と同一で
ある。モデルSとi3は専用設計だが、モデルSはあ

えて既存の乗用車に近いフォルムとして人気を博し
たのに対し、個性的な造形を採用したi3は販売が低
迷している。
　Smartも直面したことだが、乗用車の購入層は予
想以上に保守的である。新しい技術については長所
より先に欠点を気に懸け、デザインについても大胆
すぎる造形は避ける傾向にある。これが電気自動車
にも当てはまった。
　電気自動車はエンジンやトランスミッションが不
要で、モーターはエンジンよりはるかに小型である
ことから、既存の自動車と全く異なるデザインが可
能になるといわれた。しかし、事前の予想ほど販売
台数が伸びなかったこともあり、ガソリン車と同じ
車体にモーターを積むという保守的なデザインが一
般的になっていく。
　その中で独自の魅力を打ち出したのがテスラだっ
た。同クラスのガソリン車が持つ高級感や躍動感を
強調するような線や光り物の演出は皆無に近く、車
内はスイッチを極力排した代わりに巨大な縦長の
ディスプレイを配しており、多くの機能をここでコ
ントロールし、自動運転につながる先進技術の追加
は、ソフトウェアのバージョンアップで対応すると
いうIT流の考えに則っていた。
　この後、自動車業界ではコネクテッドカー、つま
り情報通信技術を駆使した「つながる車」がトレン
ドになっていくが、テスラ・モデルSのディスプレ
イはその流れをいち早く取り込んでいた。

　21世紀になってもう一つ注目を集めた自動車関
連の動きにカーシェアリングがある。カーシェアリ
ングは1980年代にスイスで生まれたといわれ、
1990年代には北米でも展開が始まったが、本格的
な展開は2000年以降で、わが国最大手であるパー

ク24グループのタイムズカープラスは、2005年に
前身の会社がサービスを始めている。
　レンタカーと違い、貸出返却場所が無人であるこ
とが多いカーシェアリングは、ICTの普及によって
展開が可能になったサービスである。都市内に滞在
している車両の台数を削減し、無駄な空間となるこ
とが多い駐車場を有益な空間に置き換えるという主
目的を含め、社会との関わりが強いサービスといえ
る。しかし、車両については長い間、既存の乗用車
を用いるのが一般的だった。
　この点で一線を画したのが、2008年にスタート
したダイムラーのcar2go（カーツーゴー）で、車
両にはシティコミューターとして生まれたSmartを
起用した。販売にこだわってきたダイムラーが、よ
うやくSmartのキャラクターにふさわしいシェアに
目を向けた。
　特定のステーションを持たず、都市内の駐車場に
ある車両を利用者がスマートフォンなどで探して利
用し、返却も任意の駐車場にて行うというフリーフ
ローティング方式も、他の多くのカーシェアリング
とは異なる特筆できる点だった。Car2goの方針は
広く受け入れられ、現在では8カ国25都市で展開さ
れるまでになっている４）。
　2011年にフランスの首都パリでサービスを開始
したAutolib’（オートリブ／Fig.4）にも触れておく。
こちらは専用設計の4人乗り電気自動車を使ってお
り、登録作業を行う半円形の施設をはじめ、インフ
ラを含めたトータルデザインがなされていた。鉄道
など既存の公共交通に近い考えが導入されたのであ
る。借りた場所と異なる場所に返却できるワンウェ
イ方式を取り入れ、利便性を高めていた点も特徴
だった。
　当初から250カ所／250台という大規模体制でス
タートしたことが功を奏して、利用者は順調に増え
ており、5年後の2016年末には、周辺の100市町村
で約4,000台が稼働。共通の車両とインフラを使っ
たサービスは同じフランスのリヨンとボルドー、米
国インディアナポリス、英国ロンドンなどにも展開
している５）。

　6-1　ロンドンとニューヨークのタクシー車両
　この時期、カーシェアリングと同じように乗用車
を用いた公共交通であるタクシーにも変化が起きて
いる。

　バスやトラックが当初から社会とのつながりの中
で進化してきたが故に、流行に左右されない機能重
視の発展を遂げてきたのとは対照的に、タクシーは
長きにわたり、多くの都市が既存の乗用車を使用し
てきた。
　数少ない例外の一つが英国の首都ロンドンで、第
2次世界大戦前から現在に至るまで専用車両を用い
ている。一般的な乗用車に比べると背が高く、乗り
降りが楽であり、客室は折り畳みの補助席を用意す
るほど広大だった。ハンドル切れ角を大きくするな
ど、設計面でも工夫が凝らされていた。
　メガシティともなれば、タクシーの台数もかなり
多くなる。だからこそ都市景観の一部としてデザイ
ンやカラーへの配慮が求められる。ロンドンはあ
る意味で、一歩先を行っていたといえるかもしれ
ない。
　ロンドンのような専用車両の提案が過去になかっ
たわけではない。例えば、1976年にMoMA（ニュー
ヨーク近代美術館）が企画した次世代タクシーの展
示会では、カーデザイン界の巨匠といわれるイタリ
アのジョルジェット・ジウジアーロ氏が短く背の高
い箱型のタクシーを披露し話題になった。しかし、
量産化には至っていない。
　ところが21世紀になると、同じニューヨークの
タクシー＆リムジン委員会が2007年、次世代タク
シー車両のコンペを行うと発表し、2年後に募集を
開始した。最終選考には地元のフォード、わが国の
日産、トルコのカルサンの3社が残り、市民などに
よる投票の結果、選ばれたのは日産NV200だった。
　NV200は、日本ではNV200バネットの名前で
2009年に発売された小型商用車であり、タクシー
専用設計ではない。しかし、車いす利用者への対応、
電気自動車の設定（日本ではe-NV200として販売）
などが評価され、10年間独占契約を勝ち取った。

　その後、現地の一部タクシー業界団体が反発して
裁判にもなったが、2015年に米最高裁判所が独占
供給を認める判決を出し、導入が始まっている。な
お日本では、2010年からNV200バネットタクシー
として販売を開始しており、すでに各都市でその姿
を見かけることは多い。また、NV200はロンドン
でも、次期タクシー車両の1台として導入が決まっ
ている。
　6-2　2020年を目指したJPN TAXI 
　このままNV200がメガシティのタクシー標準車
になるのかと思われた中、日本ではもう一つの流れ
が生まれた。2013年の東京モーターショーにトヨ
タが試作車を公開し、4年後の昨年発売したJPN 
TAXI（ジャパンタクシー／Fig.5）である。こちらは、
他の乗用車や商用車の設計流用ではない完全な新型
車となった６）。
　トヨタは2015年、東京を含む2024年までの五輪・
パラリンピックの最高位スポンサー（ワールドワイ
ドパートナー）契約をIOC（国際オリンピック委員
会）、IPC（国際パラリンピック委員会）と結んだ。
日本企業で両方のワールドワイドパートナーとなっ
ているのは、同社とパナソニックのみである。
　この契約を結んだことにより、トヨタは乗用車
や商用車など、さまざまなモビリティ（乗り物）
を公共交通などに提供し、世界的なスポーツの祭
典を通じてアピールする機会を得た。同社はすで
に水素をエネルギー源とする燃料電池動力の路線
バスを開発し、東京都内で運行を開始している。
JPN TAXIも、この一環でプロジェクトが進んだ
ものと想像される。
　トヨタは、これまでもコンフォート（上級車種ク
ラウンコンフォートを含む）というタクシー専用車
を販売してきた。JPN TAXIはこれらの後継車であ
り、22年ぶりのモデルチェンジとなる。

　しかし、デザインは3ボックスの4ドアセダンで
背もさほど高くなかったコンフォートとは対照的
に、ミニバン並みに背が高いハッチバックとなった。
ロンドンタクシーを思わせるフォルムであり、近似
性を指摘する声もある。
　ロンドンタクシーやコンフォートが後輪駆動なの
に対し、JPN TAXIは前輪駆動であり、床はかなり
低い。客室ドアをスライド式としている点も異なる。
水平基調のフロントデザインも、丸型ヘッドランプ
を基調としたロンドンタクシーとは一線を画してお
り、日本らしさを醸し出している。
　ちなみに乗客が座る後席は座面を跳ね上げ、助手
席は折り畳みが可能で、スライドドアから車いすの
まま乗車できることもアピールポイントとなってい
る。パラリンピックを念頭に置いた設計といえるか
もしれない。
　深藍（こいあい）と呼ばれる黒に近い紺色の車体
色をイメージカラーとした点も特徴である。
　トヨタは2020年までに東京で1万台のJPN TAXI
を走らせることを目標としている。これは現在、東
京を走るタクシーの5分の1にあたる。独特のデザ
インということもあり、都市景観を左右する存在に
なることが予想される。それが現在のタクシーのよ
うに派手な原色をまとうと、景観に悪影響を及ぼす
恐れがある。
　タクシーを含めた公共交通は、利用者にとって分
かりやすく、かつ都市景観を乱さないデザインであ
ることが重要だと考えている。独特の姿でありなが
ら、黒塗りのロンドンのタクシーは好例といえる。
JPN TAXIが景観に配慮して深藍を選んだ見識は評
価したい。
　環境対策としては、わが国のタクシー業界で多用
されるLPGを燃料としたハイブリッドシステムの
採用が目新しい。通常のガソリンエンジンを積む
NV200タクシー、ディーゼルエンジンを搭載する
ロンドンタクシーと比較した場合のアドバンテージ
になる。
　NV200には電気自動車仕様も存在するが、現状
の電気自動車は充電に時間がかかり、満充電での航
続距離も限られる。自家用車に比べて走行距離が多
いタクシーの用途に適しているとは言い切れない部
分もある。燃料電池自動車ではこの問題は解消する
が、こちらはエネルギー源となる水素の充填ステー
ションが数えるほどしかなく、インフラとしては不
十分である。

　こうした状況を考えると、2020年を想定して
LPGハイブリッドを選択したのは賢明な判断に思
える。
　すでに東京では、JPN TAXIを見かける機会は珍
しくなくなった。タクシー会社に聞いた話では、JPN 
TAXIは運転手・乗客ともに評判は高く、車両価格
は従来より高価ではあるが、積極的に導入していき
たいとのことだった。
　現在、日本を走るタクシーの8割を占めるコン
フォートは生産を終了しており、JPN TAXIの切り
替えが順調に進めば、2020年までに東京で1万台と
いう数字は達成できるのではないかと予想してい
る。深藍のままでの増備が進めば、日本人のタクシー
に対するイメージは良い方向に変わるだろう。

　この時期、日本では軽自動車よりさらに小さな超
小型モビリティと呼ばれる企画に注目が集まり、
2012年には国土交通省が軽自動車規格をベースに
した超小型モビリティ認定制度を制定した３）。
　地球環境問題に乗用車が大きな影響を与えている
理由の一つに、1台あたりの乗車人数が少ない非効
率性がある。日本では乗用車の平均輸送人数は約
1.3人と、乗車定員を大きく下回っている。にもか
かわらず、軽自動車を含めて車体寸法は大型化が止
まらない。
　加えて我が国では、地方の過疎化と高齢化も問題
になり始めた。過疎化によって公共交通の維持が難
しい地域が増え、住民自らステアリングを握っての
移動が日常的となったが、こうした地域は高齢化も
進んでおり、認知症などによって運転機能が低下し
た高齢者によるペダル踏み間違い暴走事故や高速道
路での逆走事故などが目立つようになってきた。
　こうした状況を鑑みて、欧州のクワドリシクルの
日本版という位置付けで、超小型モビリティ認定制
度がつくられたのである。
　認定制度の誕生に合わせ、いくつかのベンチャー
企業が対応したほか、日産は2010年に、アライア
ンスを組むルノーと共同でニュー・モビリティ・コ
ンセプトを発表し、翌年には、ホンダもMC-βと呼
ばれることになる新型車を公開した。
　トヨタでは、グループ内のトヨタ車体が2000年
から原動機付四輪自転車登録のコムスを販売してお
り、2012年にはモデルチェンジを行った。さらに
トヨタ自動車でも、2013年に車体を傾けて曲がる

ことで安定した走りを実現したi-ROAD（アイロー
ド／Fig.6）を発表している。
　このうちコムスは１人乗り、残りはすべて2人乗
りであるが、いずれも一般的な乗用車のような横2
人掛けではなく、二輪車に近い前後方向の2人乗り
となっていた。全幅を狭めることで乗用車1台分の
駐車スペースに最大で4台駐車することを可能と
し、都市内の占有率を小さくすることを目的として
いた。
　将来的には認定制度ではなく、独自の規格制定が
期待された。しかしその後、カテゴリー制定に向け
た動きは停滞してしまう。実証実験はその後も各地
で行われたが、新型車の登場も控えめになってし
まった。
　理由はいろいろ考えられるが、軽自動車に慣れた
人々にとっては、冷暖房がないなど、快適性で劣る
超小型モビリティにわざわざ乗るという気持ちにな
らなかったことはあるだろう。また、車両を準備す
る自治体などにとっては、少量生産ゆえに車両価格
が軽自動車とさほど変わらないことも、普及の足か
せになったと予想できる。
　そしてもう一つ、過疎地の高齢者の移動手段とし
て新しい技術が提案されたことも大きい。その技術
とは自動運転である７）。

　8-1　Google参入の衝撃
　自動運転がここまで注目されるようになったきっ
かけは、米国のIT企業Google（グーグル）が2010
年に自動運転を開発中と発表したことが大きい８）。
ただし背景を見ると、Google自体が以前から自動
運転の研究を行っていたわけではなく、この分野に
精通した技術者がGoogleで開発を始めたという表
現の方が正しい。

　自動運転の歴史の流れを辿っていくと、米国で
2004年から3回行われた国防高等研究計画局

（DARPA）による自動運転車レースに行き着く９）。
DARPAは先進技術を使ったさまざまなチャレンジ
イベントを行っており、近年はロボットを対象にし
た競技が、2012年から4回開催された。
　組織の名称の中に国防と入っていることで分かる
ように、同レースには自動運転を軍事利用しようと
いう目的も一部あったようである。ただし参加者は、
陸海空軍や軍需産業の関係者ではなく、大学や民間
企業の研究室が母体となっていた。
　2004年に開催された最初のレースではゴールま
で到達した車両がおらず、翌年のレースでは、首位
で完走したスタンフォード大学が初の優勝者となっ
た。このときのチームリーダーがその後、グーグル
の自動運転プロジェクトの開発の中心人物になった
のである。
　彼は、自動車事故の多くは人為的ミスが原因であ
ることを各種統計結果によって導き出しており、人
工知能（AI）の進化によって人間を超える安全運
転が可能であると説いた。
　Googleは2005年から地図情報の提供を始めてい
る。このGoogleマップは高度なセンサーを車両の
ルーフに取り付け、走りながら計測を行うことで
データを取得。このデータを元に地図を作成して
いった。同社ではこの経験から、地図をクルマに読
み込ませ、センサーを使えば、自動でクルマを走ら
せ交通事故を減らせるのではないかと考えたようで
ある。
　当初のGoogleの自動運転車両は、トヨタ・プリ
ウスなど既存の車両を流用しており、地図情報取得
用車両と同じように車体の屋根にやぐらを組み、各
種センサーを載せた無骨な外見だった。しかし、
2014年になると一転、同社は完全自社開発の自動
運転車をセルフドライビングカー（Fig.7）の名と
ともに公開した。
　そのデザインは既存の多くの自動車とは違ってい
た。頭上にセンサーを載せた小柄な車体は卵形で、
ヘッドランプとセンサーからなる前面は子供の顔の
ように穏やかだった。走りのイメージを前面に押し
出すべく攻撃的な顔と姿を持つことが主流になりつ
つあった既存の乗用車とは、明らかに違う方向を目
指していた。
　2人乗りの車内にはハンドルもペダルもなく、当
初から完全自動運転を狙っていることが伺えた。グ

ループ内の動画公開サイトYouTube（ユーチュー
ブ）で映像を公開するというお披露目の仕方も、モー
ターショー会場やホテルなどで実車をお披露目する
ことが多い既存の新型車とは一線を画していた。
　特筆すべきは、このYouTubeでセルフドライビ
ングカーに乗るのが目の不自由な方や子供など、自
分では運転するのが難しい、いわゆる交通弱者に当
たる人々だったことである。
　既存の乗用車は個人が買って乗るというスタイル
から、貧富の差によって快適装備のみならず、安全
装備にも格差が生じていた。一方のGoogleは、Google
マップをはじめ、多くのサービスを無料で提供して
おり、社会インフラに近いスタンスを取っていた。
セルフドライビングカーも同様の立場にあり、単な
るビジネスを超えて、社会問題解決のためのツー
ルとして自動運転を送り出そうとしていることが
伺えた。
　8-2　自動車メーカーの自動運転対応
　自動車メーカーはGoogleが自動運転の話題を出
す前から、自動運転の研究開発を行っていた。その
一つがASV（アドバンスト・セーフティー・ビー
クル／先進安全自動車）で、日本では1991年に
ASV推進検討会が設置され、現在も検討が進めら
れている。
　ただし、その基本理念はGoogleのような完全自
動運転ではない。ASVでは基本理念としてドライ
バー支援の原則、ドライバー受容性の確保、社会受
容性の確保の3点を挙げており、あくまでドライ
バーが主体的に責任を持って運転するという前提に
立っている。現在の表現では運転支援システムに
近い。
　自動車の魅力の一つとして、自分の意志で自由に
移動できることがあり、自己否定になるような完全
自動運転は表に出さないという空気があった。しか

し、Googleが自動運転を研究開発中とアナウンス
すると、幾つかの自動車メーカーも自動運転をア
ピールするようになっていく。
　2011年に東京ビッグサイトで行われた第42回東
京モーターショーでは、トヨタ、日産、ホンダなど
が自動運転のコンセプトカーを出展し、デモ走行も
披露した。その後のメディア向けイベントなどで、
研究開発中の自動運転車両が披露された（Fig.8）。
　しかしながら、自動車メーカーの自動運転は、上
記のような経緯を辿ってきたこともあり、自動運転
を安全装備や快適装備の一つとして位置付けること
が多く、交通弱者を含めたすべての人に安全快適な
移動を提供したいというGoogleとは異なる考え方
だった。
　既存の自動車をベースにAIを搭載し、センサー
類を取り付け、車内は必要に応じてステアリングが
自動的に格納されるというデザインも、これまでの
自動車の歴史の延長線上に自動運転を置くという考
え方を反映していた。
　この時期、一部のメディアは自動車メーカーと
Googleを対立軸に置き、煽るような動きも見受け
られたが、上に記したように両者の自動運転に対す
るスタンスはかなり異なっていた。
　し か し な が ら、そ の 後Googleは、2015年 に
Alphabet（アルファベット）という名前の持ち株
会社を設立すると、翌年、自動運転部門を新会社
Waymo（ウェイモ）に移行。前後して米国FCA（フィ
アット・クライスラー）やわが国のホンダなどと提
携を結び、共同で自動運転を開発していくと表明し
た。2017年にはセルフドライビングカーの開発終
了も発表している。
　8-3　公共交通のための無人運転車
　これによって自動運転の進化は一元化されたと判

断した人もいたが、同じ頃、欧州では、これとは異
なる自動運転の流れが少しずつ進行しつつあった。
欧州連合（EU）の助成型研究開発フレームワーク
プログラムの一つとして、2012年から4年間続けら
れたシティモビル2である10）。
　このプログラムは、2006年から6年間実施された
シティモビル1の後を受けて進められた。シティモ
ビル1では、空港内など限定された区域での無人運
転実験を行い、英国ロンドンのヒースロー空港など
で実用化に漕ぎ着けた。シティモビル2では、これ
を公道上での公共交通として導入するためのプロ
ジェクトが進められた。
　欧州内の45の企業・自治体・大学などがこのプ
ロジェクトに参加しており、総費用は約1,581万ユー
ロ。うち950万ユーロがEU助成金だった。実証実
験はスイスのローザンヌ、フィンランドのヴァン
ター、フランスのニースなど７カ所の大学構内や専
用道路で行われ、一般人を含めて6万人以上を乗せ
たという実績を残した。
　このシティモビル2は、前述したようにプログラ
ム自体は2016年で終了した。しかし入れ替わるよ
うに、ここから生まれた2台の無人運転車が独自に
実証実験を開始している。どちらもフランスのベン
チャー企業が製作したイージーマイルEZ10（Fig.9）
とナビヤ・アルマである。
　どちらも箱型の電気自動車で、ステアリングやペ
ダルを持たない無人運転車両である。操作系をなく
したことで車体前後の区別をなくし、鉄道車両のよ
うに、前後どちらにも進めるようにしたことが自動
車としては画期的である。
　EZ10を例に取ると、外寸は全長4m弱、全幅約
2m、全高3m弱で、立方体に近い。乗車定員は12
名で、着席6名、立ち席6名となっている。片側側
面に大きな電動両開きドアがあり、下にはやはり電
動でせり出すスロープが格納され、車いすやベビー
カー利用者のアクセスを容易にしている。1回の充
電で最高10時間走行が可能であり、最高速度は
40km/hとなっている。
　車両概要で分かるように2台は個人向けに販売は
せず、バスやタクシーなど公共交通としての運用を
前提としている。スイスのシオンという都市では旧
市街の移動用でアルマが走行中であり、わが国では
DeNA（ディー・エヌ・エー）がEZ10、ソフトバンク・
グループがアルマを輸入して、各地で実証実験を続
けている。

　このように自動運転の流れは、乗用車に限ってい
えばGoogleを取り込んだ自動車メーカー系と、欧
州のプログラムを源流とするITベンチャー系に大
別することができる。前者は高速道路での自動化が
主体で、一般向けに販売を目論んでおり、後者は都
市内の無人運転を想定し、公共交通としての提供が
前提という違いもある。
　自動化が進むと、一部のユーザーは所有に興味が
なくなるという予想もある。これを見据えて、所有
者と利用者を結び付けるスマートフォンのアプリを
提供するUber Technologies（ウーバー）などのラ
イドシェア企業は、将来的にメーカーから自動運転
車の供給を受けての自動化を考えており、すでに幾
つかの提携関係が生まれている。
　しかし現在、自動車メーカーが生産する乗用車の
多くは、都市内でのライドシェアに特化したデザイ
ンであるとは言い難い。EZ10やアルマなど新興企
業が開発した無人運転車の方が都市との親和性が高
い造形であることは、多くの人々が認めるところだ
ろう。
　デザインやメカニズムの個性で顧客の心をつか
み、多くの車両を販売して利益を上げるという従来
の自動車メーカーのビジネススタイルでは、回答を
導き出すことは難しい。都市に寄り添う車づくりが
必要となってくるだろう。
　その点で2018年1月、米国ラスベガスで開催され
たCES（家電見本市）でトヨタが発表したモビリ
ティサービス専用EV、e-Palette Concept（イーパ
レット・コンセプト／Fig.10）は、自動車メーカー
が本気で都市を見据えて開発した車両として特筆で
きる11）。
　車体はEZ10やアルマに似た箱型で、ステアリン



　自動車が数ある工業製品の中でここまで普及した
のは、個人が好みのデザインやメカニズムを選び、
いつでもどこでも移動していけるという自由さに
あったと認識している。だから、カーデザインにつ
いても機能的側面のみならず、ユーザーが買いたい
と思える嗜好的側面が重視された。
　代表格が1950年代の米国車である。いわゆる自
動車先進国の中で、第2次世界大戦の国土被害が皆
無に近かった米国の自動車は、毎年のように車体が
大きく、クロームメッキなどを用いた装飾が派手に
なり、ついには飛行機の尾翼を思わせるテールフィ
ンを車体後部に装着するという状況だった。
　しかし1960年代になると、先進国で排出ガスに

よる大気汚染が問題となり始め、1970年には衝突
安全性能が重視されるようになる。続いてオイル
ショックも勃発した。
　それまで自由闊達なデザインとメカニズムで愛好
家を増やし続けてきた自動車は一転して、大気汚染
や交通事故、燃料消費率といった異なるベクトルで
の進化を余儀なくされるようになった。本稿では、
これ以降の自動車のデザイン面の変遷について、社
会や都市との関わりを交えながら紹介していく。

　社会性を意識した自動車はまず、欧州で生まれた。
米国とは違い、多くの国が第2次世界大戦の戦場と
なったために甚大な被害を被っており、その後も中
東戦争によって石油の供給が制限されるなど、何度
も試練が訪れていた。
　第2次世界大戦中には、いくつかのメーカーが戦
後の混乱を予想して安価な小型車の開発を進め、終
戦直後に世に送り出した。

グやペダルを持たない無人運転車であることも共通
する。ただし、e-Palette Conceptは個人の移動、公
共交通、物流のすべてに対応するとしており、情報
通信技術を駆使して移動中にさまざまなサービスを
提供し、新たなモビリティサービスの創出に貢献す
ることを想定している。
　さらにトヨタは、この車両を用いてモビリティ
サービスプラットフォームの構築を推進しようとし
ており、すでに初期パートナーとしてAmazon.com、
Pizza Hut、Uber Technologiesなどに参加してもら
うことも発表している。
　e-Palette Conceptについてトヨタは、2020年代
前半には米国などでサービス実証を目指すととも
に、2020年には一部機能を搭載した車両で東京オ
リンピック・パラリンピックのモビリティにも活用
するとしている。このコンセプトを軌道に乗せるこ
とが、明日のカーデザインの具現化につながるだ
ろう。
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　フランスのシトロエン2 CV、英国モーリス・マ
イナー、スウェーデンのボルボPV444などが代表
格となる。アドルフ・ヒトラーの指揮のもと、戦前
のうちに開発が終了していたドイツ（当時は西ドイ
ツ）のフォルクスワーゲン・ビートルも、結果的に
は同じタイミングで市販に移された。
　さらに、スエズ動乱（第2次中東戦争）が契機と
なったオイルショックでは、1959年に英国BMC

（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）
のMINI（Fig.1）が生まれた１）。
　車体前部に縦置きにして後輪を駆動していたエン
ジンを横向きにして前輪を駆動。サスペンションは
金属バネからラバーに換え、15インチが標準だっ
たホイール／タイヤは一気に10インチまで小型化
するなど、随所に画期的な設計が盛り込まれた。
　前衛的な設計でありながら、MINIが多くの人に
受け入れられたのは、全長約3mながら大人4人が
乗れ、国際ラリーでドイツの高性能スポーツカー、
ポルシェを破って優勝するほどの走行性能の高さを
秘めていたことが大きい。大衆車でありながらクラ
スレスであったことから、実際、富裕層がセカンド
カーとして乗ることも多く、老若男女を問わず受け
入れられ、2000年まで製造されるロングセラーに
なった。
　1970年代に入ると、自動車はさらに社会への適
応が求められるようになる。米国などで排出ガス規
制が始まり、数年後に勃発したオイルショックが後
押しとなって、経済的な小型車に注目が集まるよう
になる。
　この時期に誕生したのは、日本の本田技研工業

（ホンダ）が発表したシビック、フランスのルノー
5（サンク）、フォルクスワーゲンのゴルフなどで、
いずれもMINIと同じ前輪駆動2ボックススタイル
だった。他社もこのカテゴリーに次々に参入し、こ

れが小型車の定型になった。社会の要求に合わせて
生まれたカーデザインが、社会の主役になったので
ある。
　この時期にはもう一つの社会的な要求として、交
通事故死者の増加に対処すべく衝突安全基準の強化
も実施された。特に厳しかったのは米国であり、時
速5マイル以下ではボディに損傷を与えてはならな
いという通称5マイルバンパーの装着が義務付けら
れた。
　これに対して自動車メーカーは、当初は既存の車
体の前後に無骨なバンパーを備えていたが、まもな
くバンパー全体を樹脂で覆い、車体との一体感を強
めたデザインが目立ち始めた。現在、多くの乗用車
がボディとバンパーの境目のない造形となっている
が、これは安全基準強化がきっかけだったのである。

　1980年代になると、排出ガス規制や衝突安全規
制の強化が一段落したこともあり、乗用車は再び速
さや美しさといった自動車が根源的に持ち合わせて
いた魅力を前面に押し出すようになる。しかしそれ
も束の間、1990年代には再び二つの課題に直面す
ることになった。
　一つは地球温暖化である。1992年に開催された
地球サミット（国連環境開発会議）や京都議定書が
採択された5年後のCOP3（第3回気候変動枠組条
約締約国会議）などが契機となり、世界中で話題に
なり始めた。
　自動車の排気ガスは、有害ガスの排出量について
は排出ガス規制によって一定レベルに抑えられた
が、内燃機関である以上、温室効果ガスの主役的存
在である二酸化炭素の排出は避けられず、一部の新
興国で爆発的に自動車の台数が増えつつあったこと
もあり、自動車メーカーにも対策が求められること
となった。
　もう一つは都市への人口集中である。国連の統計
によれば、1950年には30%だった都市部の人口の
割合は、2010年には54%にまで高まったという２）。
この過程で当然ながら、都市部への自動車の流入も
問題になった。特に急成長を遂げた新興国の都市は、
慢性的な渋滞に悩まされることになった。
　こうした時代背景を受けて、ドイツのダイムラー

（当時の社名はダイムラー・ベンツ）が送り出した
のがSmart（Fig.2）だった３）。
　Smartの原案は時計会社のスウォッチが企画し

　3.　温暖化と都市化への対応

Fig.1　MINI（BMC）

た。スウォッチのようにカジュアルなテイストのシ
ティコミューターを考えた。自動車メーカー以外か
らの発想という点もまた斬新だった。
　同社は当初、フォルクスワーゲンに話を持ちかけ
たが、同社はすでにシティコミューターの開発を進
めており、同じドイツのダイムラーと手を結ぶこと
になった。1994年に両社はMCC（マイクロ・カー・
カンパニー）という合弁企業を設立すると、4年後
にスウォッチ（Swatch）とメルセデス（Mercedes）
の頭文字にアート（Art）を組み合わせたSmartと
いう車名で発売した。
　車体の長さは約2.5mと、現在の軽自動車より1m
近く短く、乗車定員は2名だった。強固なスティー
ル製フレームにカラフルな樹脂製パネルを装着した
デザインは、卵形のフォルムともども新鮮な印象を
与えた。
　Smartのような車種がこれまで存在しなかったわ
けではない。第2次世界大戦直後と1970年代のオイ
ルショックの時期には、簡潔な2人乗り車体にス
クーター用小排気量エンジンを組み合わせたクワド
リシクル（四輪自転車を意味する仏語）と呼ばれる
車種が存在していた。主として郊外にある小都市の
高齢者向け移動手段として提供されてきた。
　一方のSmartは、軽自動車と同等のエンジンを搭
載しており、高速道路の巡航も可能だった。そのた
めクワドリシクルのカテゴリーには属さず、新しい
時代のシティコミューターとして認識された。
　しかし、Smartは売れなかった。そのためスウォッ
チは次第に資本を引き上げ、2000年に完全に撤退
した。2人しか乗れない割に高価だったこと、クワ
ドリシクルのような免許面の恩恵が受けられなかっ
たこともあるが、ダイムラーが画策した駐車場やレン
タカーなどの優遇措置が進まなかったこともあった。
　最後に紹介した優遇措置は、車体の小ささ故、駐

車空間が節約できる分、料金を割り引いたり、多人
数乗車や遠距離旅行をする際に他車を割安で借りら
れたりできるという内容だった。
　本気でSmartを都市内のモビリティツールとして
浸透させるなら、公共交通の導入と同じように、事
前に競合他社を含めて入念な説明が必要とされると
ころだが、ダイムラーの手段はやや強引だったようだ。
　その後もSmartは、二度のモデルチェンジを経験
しながら生産を続けているが、現行型ではルノーと
の共同開発生産となり、販売台数が稼げる4ドア4
人乗り仕様を加えるなど、当初の思想はかなり薄
まっている。
　Smartの登場と同じ時期には、日本のトヨタ自動
車からe-com（イーコム）、日産自動車からハイパー
ミニ、そして、ホンダからICVSシティパルと似た
車両が発表された。いずれも電気自動車で市街地走
行に専念しており、ITS技術を融合したカーシェア
リングの実証実験も行うなど、Smartより一歩踏み
込んだ内容になっていた。しかし、3台とも量産化
には至らず、まもなくプロジェクトは終了している。

　より現実的な意味での環境対応車として1997年
に登場したのが、世界初の市販ハイブリッド車であ
るトヨタのプリウスである。ガソリンエンジンと電
気モーターを結合し、バッテリーやインバーターを
搭載することで、市街地走行での環境性能を飛躍的
に高めた。世界各地で受け入れられ、その後の環境
対応自動車のベンチマークになったことは、多くの
人が認めるところである。
　プリウスはデザインも革新的だった。エクステリ
アは環境性能を高めるべく空気抵抗の少ない形状と
しており、その後のプリウスの伝統となった。イン
テリアでは液晶表示のセンターメーターとその下の
マルチディスプレイが斬新で、他の多くの車種に影
響を与えた。
　続いて電気自動車の量産車が登場する。我が国で
は2009年に三菱自動車工業のi-MiEV（アイミーブ）、
翌年、日産からリーフが発売された。海外では
2012年に米国テスラのモデルS（Fig.3）、次の年に
ドイツBMWのi3が登場した。
　このうちi-MiEVは既存の軽自動車の車体を流用
しており、リーフはデザインこそ独自であるものの、
プラットフォームは同クラスのガソリン車と同一で
ある。モデルSとi3は専用設計だが、モデルSはあ

えて既存の乗用車に近いフォルムとして人気を博し
たのに対し、個性的な造形を採用したi3は販売が低
迷している。
　Smartも直面したことだが、乗用車の購入層は予
想以上に保守的である。新しい技術については長所
より先に欠点を気に懸け、デザインについても大胆
すぎる造形は避ける傾向にある。これが電気自動車
にも当てはまった。
　電気自動車はエンジンやトランスミッションが不
要で、モーターはエンジンよりはるかに小型である
ことから、既存の自動車と全く異なるデザインが可
能になるといわれた。しかし、事前の予想ほど販売
台数が伸びなかったこともあり、ガソリン車と同じ
車体にモーターを積むという保守的なデザインが一
般的になっていく。
　その中で独自の魅力を打ち出したのがテスラだっ
た。同クラスのガソリン車が持つ高級感や躍動感を
強調するような線や光り物の演出は皆無に近く、車
内はスイッチを極力排した代わりに巨大な縦長の
ディスプレイを配しており、多くの機能をここでコ
ントロールし、自動運転につながる先進技術の追加
は、ソフトウェアのバージョンアップで対応すると
いうIT流の考えに則っていた。
　この後、自動車業界ではコネクテッドカー、つま
り情報通信技術を駆使した「つながる車」がトレン
ドになっていくが、テスラ・モデルSのディスプレ
イはその流れをいち早く取り込んでいた。

　21世紀になってもう一つ注目を集めた自動車関
連の動きにカーシェアリングがある。カーシェアリ
ングは1980年代にスイスで生まれたといわれ、
1990年代には北米でも展開が始まったが、本格的
な展開は2000年以降で、わが国最大手であるパー

ク24グループのタイムズカープラスは、2005年に
前身の会社がサービスを始めている。
　レンタカーと違い、貸出返却場所が無人であるこ
とが多いカーシェアリングは、ICTの普及によって
展開が可能になったサービスである。都市内に滞在
している車両の台数を削減し、無駄な空間となるこ
とが多い駐車場を有益な空間に置き換えるという主
目的を含め、社会との関わりが強いサービスといえ
る。しかし、車両については長い間、既存の乗用車
を用いるのが一般的だった。
　この点で一線を画したのが、2008年にスタート
したダイムラーのcar2go（カーツーゴー）で、車
両にはシティコミューターとして生まれたSmartを
起用した。販売にこだわってきたダイムラーが、よ
うやくSmartのキャラクターにふさわしいシェアに
目を向けた。
　特定のステーションを持たず、都市内の駐車場に
ある車両を利用者がスマートフォンなどで探して利
用し、返却も任意の駐車場にて行うというフリーフ
ローティング方式も、他の多くのカーシェアリング
とは異なる特筆できる点だった。Car2goの方針は
広く受け入れられ、現在では8カ国25都市で展開さ
れるまでになっている４）。
　2011年にフランスの首都パリでサービスを開始
したAutolib’（オートリブ／Fig.4）にも触れておく。
こちらは専用設計の4人乗り電気自動車を使ってお
り、登録作業を行う半円形の施設をはじめ、インフ
ラを含めたトータルデザインがなされていた。鉄道
など既存の公共交通に近い考えが導入されたのであ
る。借りた場所と異なる場所に返却できるワンウェ
イ方式を取り入れ、利便性を高めていた点も特徴
だった。
　当初から250カ所／250台という大規模体制でス
タートしたことが功を奏して、利用者は順調に増え
ており、5年後の2016年末には、周辺の100市町村
で約4,000台が稼働。共通の車両とインフラを使っ
たサービスは同じフランスのリヨンとボルドー、米
国インディアナポリス、英国ロンドンなどにも展開
している５）。

　6-1　ロンドンとニューヨークのタクシー車両
　この時期、カーシェアリングと同じように乗用車
を用いた公共交通であるタクシーにも変化が起きて
いる。

　バスやトラックが当初から社会とのつながりの中
で進化してきたが故に、流行に左右されない機能重
視の発展を遂げてきたのとは対照的に、タクシーは
長きにわたり、多くの都市が既存の乗用車を使用し
てきた。
　数少ない例外の一つが英国の首都ロンドンで、第
2次世界大戦前から現在に至るまで専用車両を用い
ている。一般的な乗用車に比べると背が高く、乗り
降りが楽であり、客室は折り畳みの補助席を用意す
るほど広大だった。ハンドル切れ角を大きくするな
ど、設計面でも工夫が凝らされていた。
　メガシティともなれば、タクシーの台数もかなり
多くなる。だからこそ都市景観の一部としてデザイ
ンやカラーへの配慮が求められる。ロンドンはあ
る意味で、一歩先を行っていたといえるかもしれ
ない。
　ロンドンのような専用車両の提案が過去になかっ
たわけではない。例えば、1976年にMoMA（ニュー
ヨーク近代美術館）が企画した次世代タクシーの展
示会では、カーデザイン界の巨匠といわれるイタリ
アのジョルジェット・ジウジアーロ氏が短く背の高
い箱型のタクシーを披露し話題になった。しかし、
量産化には至っていない。
　ところが21世紀になると、同じニューヨークの
タクシー＆リムジン委員会が2007年、次世代タク
シー車両のコンペを行うと発表し、2年後に募集を
開始した。最終選考には地元のフォード、わが国の
日産、トルコのカルサンの3社が残り、市民などに
よる投票の結果、選ばれたのは日産NV200だった。
　NV200は、日本ではNV200バネットの名前で
2009年に発売された小型商用車であり、タクシー
専用設計ではない。しかし、車いす利用者への対応、
電気自動車の設定（日本ではe-NV200として販売）
などが評価され、10年間独占契約を勝ち取った。

　その後、現地の一部タクシー業界団体が反発して
裁判にもなったが、2015年に米最高裁判所が独占
供給を認める判決を出し、導入が始まっている。な
お日本では、2010年からNV200バネットタクシー
として販売を開始しており、すでに各都市でその姿
を見かけることは多い。また、NV200はロンドン
でも、次期タクシー車両の1台として導入が決まっ
ている。
　6-2　2020年を目指したJPN TAXI 
　このままNV200がメガシティのタクシー標準車
になるのかと思われた中、日本ではもう一つの流れ
が生まれた。2013年の東京モーターショーにトヨ
タが試作車を公開し、4年後の昨年発売したJPN 
TAXI（ジャパンタクシー／Fig.5）である。こちらは、
他の乗用車や商用車の設計流用ではない完全な新型
車となった６）。
　トヨタは2015年、東京を含む2024年までの五輪・
パラリンピックの最高位スポンサー（ワールドワイ
ドパートナー）契約をIOC（国際オリンピック委員
会）、IPC（国際パラリンピック委員会）と結んだ。
日本企業で両方のワールドワイドパートナーとなっ
ているのは、同社とパナソニックのみである。
　この契約を結んだことにより、トヨタは乗用車
や商用車など、さまざまなモビリティ（乗り物）
を公共交通などに提供し、世界的なスポーツの祭
典を通じてアピールする機会を得た。同社はすで
に水素をエネルギー源とする燃料電池動力の路線
バスを開発し、東京都内で運行を開始している。
JPN TAXIも、この一環でプロジェクトが進んだ
ものと想像される。
　トヨタは、これまでもコンフォート（上級車種ク
ラウンコンフォートを含む）というタクシー専用車
を販売してきた。JPN TAXIはこれらの後継車であ
り、22年ぶりのモデルチェンジとなる。

　しかし、デザインは3ボックスの4ドアセダンで
背もさほど高くなかったコンフォートとは対照的
に、ミニバン並みに背が高いハッチバックとなった。
ロンドンタクシーを思わせるフォルムであり、近似
性を指摘する声もある。
　ロンドンタクシーやコンフォートが後輪駆動なの
に対し、JPN TAXIは前輪駆動であり、床はかなり
低い。客室ドアをスライド式としている点も異なる。
水平基調のフロントデザインも、丸型ヘッドランプ
を基調としたロンドンタクシーとは一線を画してお
り、日本らしさを醸し出している。
　ちなみに乗客が座る後席は座面を跳ね上げ、助手
席は折り畳みが可能で、スライドドアから車いすの
まま乗車できることもアピールポイントとなってい
る。パラリンピックを念頭に置いた設計といえるか
もしれない。
　深藍（こいあい）と呼ばれる黒に近い紺色の車体
色をイメージカラーとした点も特徴である。
　トヨタは2020年までに東京で1万台のJPN TAXI
を走らせることを目標としている。これは現在、東
京を走るタクシーの5分の1にあたる。独特のデザ
インということもあり、都市景観を左右する存在に
なることが予想される。それが現在のタクシーのよ
うに派手な原色をまとうと、景観に悪影響を及ぼす
恐れがある。
　タクシーを含めた公共交通は、利用者にとって分
かりやすく、かつ都市景観を乱さないデザインであ
ることが重要だと考えている。独特の姿でありなが
ら、黒塗りのロンドンのタクシーは好例といえる。
JPN TAXIが景観に配慮して深藍を選んだ見識は評
価したい。
　環境対策としては、わが国のタクシー業界で多用
されるLPGを燃料としたハイブリッドシステムの
採用が目新しい。通常のガソリンエンジンを積む
NV200タクシー、ディーゼルエンジンを搭載する
ロンドンタクシーと比較した場合のアドバンテージ
になる。
　NV200には電気自動車仕様も存在するが、現状
の電気自動車は充電に時間がかかり、満充電での航
続距離も限られる。自家用車に比べて走行距離が多
いタクシーの用途に適しているとは言い切れない部
分もある。燃料電池自動車ではこの問題は解消する
が、こちらはエネルギー源となる水素の充填ステー
ションが数えるほどしかなく、インフラとしては不
十分である。

　こうした状況を考えると、2020年を想定して
LPGハイブリッドを選択したのは賢明な判断に思
える。
　すでに東京では、JPN TAXIを見かける機会は珍
しくなくなった。タクシー会社に聞いた話では、JPN 
TAXIは運転手・乗客ともに評判は高く、車両価格
は従来より高価ではあるが、積極的に導入していき
たいとのことだった。
　現在、日本を走るタクシーの8割を占めるコン
フォートは生産を終了しており、JPN TAXIの切り
替えが順調に進めば、2020年までに東京で1万台と
いう数字は達成できるのではないかと予想してい
る。深藍のままでの増備が進めば、日本人のタクシー
に対するイメージは良い方向に変わるだろう。

　この時期、日本では軽自動車よりさらに小さな超
小型モビリティと呼ばれる企画に注目が集まり、
2012年には国土交通省が軽自動車規格をベースに
した超小型モビリティ認定制度を制定した３）。
　地球環境問題に乗用車が大きな影響を与えている
理由の一つに、1台あたりの乗車人数が少ない非効
率性がある。日本では乗用車の平均輸送人数は約
1.3人と、乗車定員を大きく下回っている。にもか
かわらず、軽自動車を含めて車体寸法は大型化が止
まらない。
　加えて我が国では、地方の過疎化と高齢化も問題
になり始めた。過疎化によって公共交通の維持が難
しい地域が増え、住民自らステアリングを握っての
移動が日常的となったが、こうした地域は高齢化も
進んでおり、認知症などによって運転機能が低下し
た高齢者によるペダル踏み間違い暴走事故や高速道
路での逆走事故などが目立つようになってきた。
　こうした状況を鑑みて、欧州のクワドリシクルの
日本版という位置付けで、超小型モビリティ認定制
度がつくられたのである。
　認定制度の誕生に合わせ、いくつかのベンチャー
企業が対応したほか、日産は2010年に、アライア
ンスを組むルノーと共同でニュー・モビリティ・コ
ンセプトを発表し、翌年には、ホンダもMC-βと呼
ばれることになる新型車を公開した。
　トヨタでは、グループ内のトヨタ車体が2000年
から原動機付四輪自転車登録のコムスを販売してお
り、2012年にはモデルチェンジを行った。さらに
トヨタ自動車でも、2013年に車体を傾けて曲がる

ことで安定した走りを実現したi-ROAD（アイロー
ド／Fig.6）を発表している。
　このうちコムスは１人乗り、残りはすべて2人乗
りであるが、いずれも一般的な乗用車のような横2
人掛けではなく、二輪車に近い前後方向の2人乗り
となっていた。全幅を狭めることで乗用車1台分の
駐車スペースに最大で4台駐車することを可能と
し、都市内の占有率を小さくすることを目的として
いた。
　将来的には認定制度ではなく、独自の規格制定が
期待された。しかしその後、カテゴリー制定に向け
た動きは停滞してしまう。実証実験はその後も各地
で行われたが、新型車の登場も控えめになってし
まった。
　理由はいろいろ考えられるが、軽自動車に慣れた
人々にとっては、冷暖房がないなど、快適性で劣る
超小型モビリティにわざわざ乗るという気持ちにな
らなかったことはあるだろう。また、車両を準備す
る自治体などにとっては、少量生産ゆえに車両価格
が軽自動車とさほど変わらないことも、普及の足か
せになったと予想できる。
　そしてもう一つ、過疎地の高齢者の移動手段とし
て新しい技術が提案されたことも大きい。その技術
とは自動運転である７）。

　8-1　Google参入の衝撃
　自動運転がここまで注目されるようになったきっ
かけは、米国のIT企業Google（グーグル）が2010
年に自動運転を開発中と発表したことが大きい８）。
ただし背景を見ると、Google自体が以前から自動
運転の研究を行っていたわけではなく、この分野に
精通した技術者がGoogleで開発を始めたという表
現の方が正しい。

　自動運転の歴史の流れを辿っていくと、米国で
2004年から3回行われた国防高等研究計画局

（DARPA）による自動運転車レースに行き着く９）。
DARPAは先進技術を使ったさまざまなチャレンジ
イベントを行っており、近年はロボットを対象にし
た競技が、2012年から4回開催された。
　組織の名称の中に国防と入っていることで分かる
ように、同レースには自動運転を軍事利用しようと
いう目的も一部あったようである。ただし参加者は、
陸海空軍や軍需産業の関係者ではなく、大学や民間
企業の研究室が母体となっていた。
　2004年に開催された最初のレースではゴールま
で到達した車両がおらず、翌年のレースでは、首位
で完走したスタンフォード大学が初の優勝者となっ
た。このときのチームリーダーがその後、グーグル
の自動運転プロジェクトの開発の中心人物になった
のである。
　彼は、自動車事故の多くは人為的ミスが原因であ
ることを各種統計結果によって導き出しており、人
工知能（AI）の進化によって人間を超える安全運
転が可能であると説いた。
　Googleは2005年から地図情報の提供を始めてい
る。このGoogleマップは高度なセンサーを車両の
ルーフに取り付け、走りながら計測を行うことで
データを取得。このデータを元に地図を作成して
いった。同社ではこの経験から、地図をクルマに読
み込ませ、センサーを使えば、自動でクルマを走ら
せ交通事故を減らせるのではないかと考えたようで
ある。
　当初のGoogleの自動運転車両は、トヨタ・プリ
ウスなど既存の車両を流用しており、地図情報取得
用車両と同じように車体の屋根にやぐらを組み、各
種センサーを載せた無骨な外見だった。しかし、
2014年になると一転、同社は完全自社開発の自動
運転車をセルフドライビングカー（Fig.7）の名と
ともに公開した。
　そのデザインは既存の多くの自動車とは違ってい
た。頭上にセンサーを載せた小柄な車体は卵形で、
ヘッドランプとセンサーからなる前面は子供の顔の
ように穏やかだった。走りのイメージを前面に押し
出すべく攻撃的な顔と姿を持つことが主流になりつ
つあった既存の乗用車とは、明らかに違う方向を目
指していた。
　2人乗りの車内にはハンドルもペダルもなく、当
初から完全自動運転を狙っていることが伺えた。グ

ループ内の動画公開サイトYouTube（ユーチュー
ブ）で映像を公開するというお披露目の仕方も、モー
ターショー会場やホテルなどで実車をお披露目する
ことが多い既存の新型車とは一線を画していた。
　特筆すべきは、このYouTubeでセルフドライビ
ングカーに乗るのが目の不自由な方や子供など、自
分では運転するのが難しい、いわゆる交通弱者に当
たる人々だったことである。
　既存の乗用車は個人が買って乗るというスタイル
から、貧富の差によって快適装備のみならず、安全
装備にも格差が生じていた。一方のGoogleは、Google
マップをはじめ、多くのサービスを無料で提供して
おり、社会インフラに近いスタンスを取っていた。
セルフドライビングカーも同様の立場にあり、単な
るビジネスを超えて、社会問題解決のためのツー
ルとして自動運転を送り出そうとしていることが
伺えた。
　8-2　自動車メーカーの自動運転対応
　自動車メーカーはGoogleが自動運転の話題を出
す前から、自動運転の研究開発を行っていた。その
一つがASV（アドバンスト・セーフティー・ビー
クル／先進安全自動車）で、日本では1991年に
ASV推進検討会が設置され、現在も検討が進めら
れている。
　ただし、その基本理念はGoogleのような完全自
動運転ではない。ASVでは基本理念としてドライ
バー支援の原則、ドライバー受容性の確保、社会受
容性の確保の3点を挙げており、あくまでドライ
バーが主体的に責任を持って運転するという前提に
立っている。現在の表現では運転支援システムに
近い。
　自動車の魅力の一つとして、自分の意志で自由に
移動できることがあり、自己否定になるような完全
自動運転は表に出さないという空気があった。しか

し、Googleが自動運転を研究開発中とアナウンス
すると、幾つかの自動車メーカーも自動運転をア
ピールするようになっていく。
　2011年に東京ビッグサイトで行われた第42回東
京モーターショーでは、トヨタ、日産、ホンダなど
が自動運転のコンセプトカーを出展し、デモ走行も
披露した。その後のメディア向けイベントなどで、
研究開発中の自動運転車両が披露された（Fig.8）。
　しかしながら、自動車メーカーの自動運転は、上
記のような経緯を辿ってきたこともあり、自動運転
を安全装備や快適装備の一つとして位置付けること
が多く、交通弱者を含めたすべての人に安全快適な
移動を提供したいというGoogleとは異なる考え方
だった。
　既存の自動車をベースにAIを搭載し、センサー
類を取り付け、車内は必要に応じてステアリングが
自動的に格納されるというデザインも、これまでの
自動車の歴史の延長線上に自動運転を置くという考
え方を反映していた。
　この時期、一部のメディアは自動車メーカーと
Googleを対立軸に置き、煽るような動きも見受け
られたが、上に記したように両者の自動運転に対す
るスタンスはかなり異なっていた。
　し か し な が ら、そ の 後Googleは、2015年 に
Alphabet（アルファベット）という名前の持ち株
会社を設立すると、翌年、自動運転部門を新会社
Waymo（ウェイモ）に移行。前後して米国FCA（フィ
アット・クライスラー）やわが国のホンダなどと提
携を結び、共同で自動運転を開発していくと表明し
た。2017年にはセルフドライビングカーの開発終
了も発表している。
　8-3　公共交通のための無人運転車
　これによって自動運転の進化は一元化されたと判

断した人もいたが、同じ頃、欧州では、これとは異
なる自動運転の流れが少しずつ進行しつつあった。
欧州連合（EU）の助成型研究開発フレームワーク
プログラムの一つとして、2012年から4年間続けら
れたシティモビル2である10）。
　このプログラムは、2006年から6年間実施された
シティモビル1の後を受けて進められた。シティモ
ビル1では、空港内など限定された区域での無人運
転実験を行い、英国ロンドンのヒースロー空港など
で実用化に漕ぎ着けた。シティモビル2では、これ
を公道上での公共交通として導入するためのプロ
ジェクトが進められた。
　欧州内の45の企業・自治体・大学などがこのプ
ロジェクトに参加しており、総費用は約1,581万ユー
ロ。うち950万ユーロがEU助成金だった。実証実
験はスイスのローザンヌ、フィンランドのヴァン
ター、フランスのニースなど７カ所の大学構内や専
用道路で行われ、一般人を含めて6万人以上を乗せ
たという実績を残した。
　このシティモビル2は、前述したようにプログラ
ム自体は2016年で終了した。しかし入れ替わるよ
うに、ここから生まれた2台の無人運転車が独自に
実証実験を開始している。どちらもフランスのベン
チャー企業が製作したイージーマイルEZ10（Fig.9）
とナビヤ・アルマである。
　どちらも箱型の電気自動車で、ステアリングやペ
ダルを持たない無人運転車両である。操作系をなく
したことで車体前後の区別をなくし、鉄道車両のよ
うに、前後どちらにも進めるようにしたことが自動
車としては画期的である。
　EZ10を例に取ると、外寸は全長4m弱、全幅約
2m、全高3m弱で、立方体に近い。乗車定員は12
名で、着席6名、立ち席6名となっている。片側側
面に大きな電動両開きドアがあり、下にはやはり電
動でせり出すスロープが格納され、車いすやベビー
カー利用者のアクセスを容易にしている。1回の充
電で最高10時間走行が可能であり、最高速度は
40km/hとなっている。
　車両概要で分かるように2台は個人向けに販売は
せず、バスやタクシーなど公共交通としての運用を
前提としている。スイスのシオンという都市では旧
市街の移動用でアルマが走行中であり、わが国では
DeNA（ディー・エヌ・エー）がEZ10、ソフトバンク・
グループがアルマを輸入して、各地で実証実験を続
けている。

　このように自動運転の流れは、乗用車に限ってい
えばGoogleを取り込んだ自動車メーカー系と、欧
州のプログラムを源流とするITベンチャー系に大
別することができる。前者は高速道路での自動化が
主体で、一般向けに販売を目論んでおり、後者は都
市内の無人運転を想定し、公共交通としての提供が
前提という違いもある。
　自動化が進むと、一部のユーザーは所有に興味が
なくなるという予想もある。これを見据えて、所有
者と利用者を結び付けるスマートフォンのアプリを
提供するUber Technologies（ウーバー）などのラ
イドシェア企業は、将来的にメーカーから自動運転
車の供給を受けての自動化を考えており、すでに幾
つかの提携関係が生まれている。
　しかし現在、自動車メーカーが生産する乗用車の
多くは、都市内でのライドシェアに特化したデザイ
ンであるとは言い難い。EZ10やアルマなど新興企
業が開発した無人運転車の方が都市との親和性が高
い造形であることは、多くの人々が認めるところだ
ろう。
　デザインやメカニズムの個性で顧客の心をつか
み、多くの車両を販売して利益を上げるという従来
の自動車メーカーのビジネススタイルでは、回答を
導き出すことは難しい。都市に寄り添う車づくりが
必要となってくるだろう。
　その点で2018年1月、米国ラスベガスで開催され
たCES（家電見本市）でトヨタが発表したモビリ
ティサービス専用EV、e-Palette Concept（イーパ
レット・コンセプト／Fig.10）は、自動車メーカー
が本気で都市を見据えて開発した車両として特筆で
きる11）。
　車体はEZ10やアルマに似た箱型で、ステアリン



　自動車が数ある工業製品の中でここまで普及した
のは、個人が好みのデザインやメカニズムを選び、
いつでもどこでも移動していけるという自由さに
あったと認識している。だから、カーデザインにつ
いても機能的側面のみならず、ユーザーが買いたい
と思える嗜好的側面が重視された。
　代表格が1950年代の米国車である。いわゆる自
動車先進国の中で、第2次世界大戦の国土被害が皆
無に近かった米国の自動車は、毎年のように車体が
大きく、クロームメッキなどを用いた装飾が派手に
なり、ついには飛行機の尾翼を思わせるテールフィ
ンを車体後部に装着するという状況だった。
　しかし1960年代になると、先進国で排出ガスに

よる大気汚染が問題となり始め、1970年には衝突
安全性能が重視されるようになる。続いてオイル
ショックも勃発した。
　それまで自由闊達なデザインとメカニズムで愛好
家を増やし続けてきた自動車は一転して、大気汚染
や交通事故、燃料消費率といった異なるベクトルで
の進化を余儀なくされるようになった。本稿では、
これ以降の自動車のデザイン面の変遷について、社
会や都市との関わりを交えながら紹介していく。

　社会性を意識した自動車はまず、欧州で生まれた。
米国とは違い、多くの国が第2次世界大戦の戦場と
なったために甚大な被害を被っており、その後も中
東戦争によって石油の供給が制限されるなど、何度
も試練が訪れていた。
　第2次世界大戦中には、いくつかのメーカーが戦
後の混乱を予想して安価な小型車の開発を進め、終
戦直後に世に送り出した。

グやペダルを持たない無人運転車であることも共通
する。ただし、e-Palette Conceptは個人の移動、公
共交通、物流のすべてに対応するとしており、情報
通信技術を駆使して移動中にさまざまなサービスを
提供し、新たなモビリティサービスの創出に貢献す
ることを想定している。
　さらにトヨタは、この車両を用いてモビリティ
サービスプラットフォームの構築を推進しようとし
ており、すでに初期パートナーとしてAmazon.com、
Pizza Hut、Uber Technologiesなどに参加してもら
うことも発表している。
　e-Palette Conceptについてトヨタは、2020年代
前半には米国などでサービス実証を目指すととも
に、2020年には一部機能を搭載した車両で東京オ
リンピック・パラリンピックのモビリティにも活用
するとしている。このコンセプトを軌道に乗せるこ
とが、明日のカーデザインの具現化につながるだ
ろう。
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　フランスのシトロエン2 CV、英国モーリス・マ
イナー、スウェーデンのボルボPV444などが代表
格となる。アドルフ・ヒトラーの指揮のもと、戦前
のうちに開発が終了していたドイツ（当時は西ドイ
ツ）のフォルクスワーゲン・ビートルも、結果的に
は同じタイミングで市販に移された。
　さらに、スエズ動乱（第2次中東戦争）が契機と
なったオイルショックでは、1959年に英国BMC

（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）
のMINI（Fig.1）が生まれた１）。
　車体前部に縦置きにして後輪を駆動していたエン
ジンを横向きにして前輪を駆動。サスペンションは
金属バネからラバーに換え、15インチが標準だっ
たホイール／タイヤは一気に10インチまで小型化
するなど、随所に画期的な設計が盛り込まれた。
　前衛的な設計でありながら、MINIが多くの人に
受け入れられたのは、全長約3mながら大人4人が
乗れ、国際ラリーでドイツの高性能スポーツカー、
ポルシェを破って優勝するほどの走行性能の高さを
秘めていたことが大きい。大衆車でありながらクラ
スレスであったことから、実際、富裕層がセカンド
カーとして乗ることも多く、老若男女を問わず受け
入れられ、2000年まで製造されるロングセラーに
なった。
　1970年代に入ると、自動車はさらに社会への適
応が求められるようになる。米国などで排出ガス規
制が始まり、数年後に勃発したオイルショックが後
押しとなって、経済的な小型車に注目が集まるよう
になる。
　この時期に誕生したのは、日本の本田技研工業

（ホンダ）が発表したシビック、フランスのルノー
5（サンク）、フォルクスワーゲンのゴルフなどで、
いずれもMINIと同じ前輪駆動2ボックススタイル
だった。他社もこのカテゴリーに次々に参入し、こ

れが小型車の定型になった。社会の要求に合わせて
生まれたカーデザインが、社会の主役になったので
ある。
　この時期にはもう一つの社会的な要求として、交
通事故死者の増加に対処すべく衝突安全基準の強化
も実施された。特に厳しかったのは米国であり、時
速5マイル以下ではボディに損傷を与えてはならな
いという通称5マイルバンパーの装着が義務付けら
れた。
　これに対して自動車メーカーは、当初は既存の車
体の前後に無骨なバンパーを備えていたが、まもな
くバンパー全体を樹脂で覆い、車体との一体感を強
めたデザインが目立ち始めた。現在、多くの乗用車
がボディとバンパーの境目のない造形となっている
が、これは安全基準強化がきっかけだったのである。

　1980年代になると、排出ガス規制や衝突安全規
制の強化が一段落したこともあり、乗用車は再び速
さや美しさといった自動車が根源的に持ち合わせて
いた魅力を前面に押し出すようになる。しかしそれ
も束の間、1990年代には再び二つの課題に直面す
ることになった。
　一つは地球温暖化である。1992年に開催された
地球サミット（国連環境開発会議）や京都議定書が
採択された5年後のCOP3（第3回気候変動枠組条
約締約国会議）などが契機となり、世界中で話題に
なり始めた。
　自動車の排気ガスは、有害ガスの排出量について
は排出ガス規制によって一定レベルに抑えられた
が、内燃機関である以上、温室効果ガスの主役的存
在である二酸化炭素の排出は避けられず、一部の新
興国で爆発的に自動車の台数が増えつつあったこと
もあり、自動車メーカーにも対策が求められること
となった。
　もう一つは都市への人口集中である。国連の統計
によれば、1950年には30%だった都市部の人口の
割合は、2010年には54%にまで高まったという２）。
この過程で当然ながら、都市部への自動車の流入も
問題になった。特に急成長を遂げた新興国の都市は、
慢性的な渋滞に悩まされることになった。
　こうした時代背景を受けて、ドイツのダイムラー

（当時の社名はダイムラー・ベンツ）が送り出した
のがSmart（Fig.2）だった３）。
　Smartの原案は時計会社のスウォッチが企画し
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た。スウォッチのようにカジュアルなテイストのシ
ティコミューターを考えた。自動車メーカー以外か
らの発想という点もまた斬新だった。
　同社は当初、フォルクスワーゲンに話を持ちかけ
たが、同社はすでにシティコミューターの開発を進
めており、同じドイツのダイムラーと手を結ぶこと
になった。1994年に両社はMCC（マイクロ・カー・
カンパニー）という合弁企業を設立すると、4年後
にスウォッチ（Swatch）とメルセデス（Mercedes）
の頭文字にアート（Art）を組み合わせたSmartと
いう車名で発売した。
　車体の長さは約2.5mと、現在の軽自動車より1m
近く短く、乗車定員は2名だった。強固なスティー
ル製フレームにカラフルな樹脂製パネルを装着した
デザインは、卵形のフォルムともども新鮮な印象を
与えた。
　Smartのような車種がこれまで存在しなかったわ
けではない。第2次世界大戦直後と1970年代のオイ
ルショックの時期には、簡潔な2人乗り車体にス
クーター用小排気量エンジンを組み合わせたクワド
リシクル（四輪自転車を意味する仏語）と呼ばれる
車種が存在していた。主として郊外にある小都市の
高齢者向け移動手段として提供されてきた。
　一方のSmartは、軽自動車と同等のエンジンを搭
載しており、高速道路の巡航も可能だった。そのた
めクワドリシクルのカテゴリーには属さず、新しい
時代のシティコミューターとして認識された。
　しかし、Smartは売れなかった。そのためスウォッ
チは次第に資本を引き上げ、2000年に完全に撤退
した。2人しか乗れない割に高価だったこと、クワ
ドリシクルのような免許面の恩恵が受けられなかっ
たこともあるが、ダイムラーが画策した駐車場やレン
タカーなどの優遇措置が進まなかったこともあった。
　最後に紹介した優遇措置は、車体の小ささ故、駐

車空間が節約できる分、料金を割り引いたり、多人
数乗車や遠距離旅行をする際に他車を割安で借りら
れたりできるという内容だった。
　本気でSmartを都市内のモビリティツールとして
浸透させるなら、公共交通の導入と同じように、事
前に競合他社を含めて入念な説明が必要とされると
ころだが、ダイムラーの手段はやや強引だったようだ。
　その後もSmartは、二度のモデルチェンジを経験
しながら生産を続けているが、現行型ではルノーと
の共同開発生産となり、販売台数が稼げる4ドア4
人乗り仕様を加えるなど、当初の思想はかなり薄
まっている。
　Smartの登場と同じ時期には、日本のトヨタ自動
車からe-com（イーコム）、日産自動車からハイパー
ミニ、そして、ホンダからICVSシティパルと似た
車両が発表された。いずれも電気自動車で市街地走
行に専念しており、ITS技術を融合したカーシェア
リングの実証実験も行うなど、Smartより一歩踏み
込んだ内容になっていた。しかし、3台とも量産化
には至らず、まもなくプロジェクトは終了している。

　より現実的な意味での環境対応車として1997年
に登場したのが、世界初の市販ハイブリッド車であ
るトヨタのプリウスである。ガソリンエンジンと電
気モーターを結合し、バッテリーやインバーターを
搭載することで、市街地走行での環境性能を飛躍的
に高めた。世界各地で受け入れられ、その後の環境
対応自動車のベンチマークになったことは、多くの
人が認めるところである。
　プリウスはデザインも革新的だった。エクステリ
アは環境性能を高めるべく空気抵抗の少ない形状と
しており、その後のプリウスの伝統となった。イン
テリアでは液晶表示のセンターメーターとその下の
マルチディスプレイが斬新で、他の多くの車種に影
響を与えた。
　続いて電気自動車の量産車が登場する。我が国で
は2009年に三菱自動車工業のi-MiEV（アイミーブ）、
翌年、日産からリーフが発売された。海外では
2012年に米国テスラのモデルS（Fig.3）、次の年に
ドイツBMWのi3が登場した。
　このうちi-MiEVは既存の軽自動車の車体を流用
しており、リーフはデザインこそ独自であるものの、
プラットフォームは同クラスのガソリン車と同一で
ある。モデルSとi3は専用設計だが、モデルSはあ

Fig.2　Smart（写真提供・ダイムラー）

　4.　次世代エネルギー車の登場

えて既存の乗用車に近いフォルムとして人気を博し
たのに対し、個性的な造形を採用したi3は販売が低
迷している。
　Smartも直面したことだが、乗用車の購入層は予
想以上に保守的である。新しい技術については長所
より先に欠点を気に懸け、デザインについても大胆
すぎる造形は避ける傾向にある。これが電気自動車
にも当てはまった。
　電気自動車はエンジンやトランスミッションが不
要で、モーターはエンジンよりはるかに小型である
ことから、既存の自動車と全く異なるデザインが可
能になるといわれた。しかし、事前の予想ほど販売
台数が伸びなかったこともあり、ガソリン車と同じ
車体にモーターを積むという保守的なデザインが一
般的になっていく。
　その中で独自の魅力を打ち出したのがテスラだっ
た。同クラスのガソリン車が持つ高級感や躍動感を
強調するような線や光り物の演出は皆無に近く、車
内はスイッチを極力排した代わりに巨大な縦長の
ディスプレイを配しており、多くの機能をここでコ
ントロールし、自動運転につながる先進技術の追加
は、ソフトウェアのバージョンアップで対応すると
いうIT流の考えに則っていた。
　この後、自動車業界ではコネクテッドカー、つま
り情報通信技術を駆使した「つながる車」がトレン
ドになっていくが、テスラ・モデルSのディスプレ
イはその流れをいち早く取り込んでいた。

　21世紀になってもう一つ注目を集めた自動車関
連の動きにカーシェアリングがある。カーシェアリ
ングは1980年代にスイスで生まれたといわれ、
1990年代には北米でも展開が始まったが、本格的
な展開は2000年以降で、わが国最大手であるパー

ク24グループのタイムズカープラスは、2005年に
前身の会社がサービスを始めている。
　レンタカーと違い、貸出返却場所が無人であるこ
とが多いカーシェアリングは、ICTの普及によって
展開が可能になったサービスである。都市内に滞在
している車両の台数を削減し、無駄な空間となるこ
とが多い駐車場を有益な空間に置き換えるという主
目的を含め、社会との関わりが強いサービスといえ
る。しかし、車両については長い間、既存の乗用車
を用いるのが一般的だった。
　この点で一線を画したのが、2008年にスタート
したダイムラーのcar2go（カーツーゴー）で、車
両にはシティコミューターとして生まれたSmartを
起用した。販売にこだわってきたダイムラーが、よ
うやくSmartのキャラクターにふさわしいシェアに
目を向けた。
　特定のステーションを持たず、都市内の駐車場に
ある車両を利用者がスマートフォンなどで探して利
用し、返却も任意の駐車場にて行うというフリーフ
ローティング方式も、他の多くのカーシェアリング
とは異なる特筆できる点だった。Car2goの方針は
広く受け入れられ、現在では8カ国25都市で展開さ
れるまでになっている４）。
　2011年にフランスの首都パリでサービスを開始
したAutolib’（オートリブ／Fig.4）にも触れておく。
こちらは専用設計の4人乗り電気自動車を使ってお
り、登録作業を行う半円形の施設をはじめ、インフ
ラを含めたトータルデザインがなされていた。鉄道
など既存の公共交通に近い考えが導入されたのであ
る。借りた場所と異なる場所に返却できるワンウェ
イ方式を取り入れ、利便性を高めていた点も特徴
だった。
　当初から250カ所／250台という大規模体制でス
タートしたことが功を奏して、利用者は順調に増え
ており、5年後の2016年末には、周辺の100市町村
で約4,000台が稼働。共通の車両とインフラを使っ
たサービスは同じフランスのリヨンとボルドー、米
国インディアナポリス、英国ロンドンなどにも展開
している５）。

　6-1　ロンドンとニューヨークのタクシー車両
　この時期、カーシェアリングと同じように乗用車
を用いた公共交通であるタクシーにも変化が起きて
いる。

　バスやトラックが当初から社会とのつながりの中
で進化してきたが故に、流行に左右されない機能重
視の発展を遂げてきたのとは対照的に、タクシーは
長きにわたり、多くの都市が既存の乗用車を使用し
てきた。
　数少ない例外の一つが英国の首都ロンドンで、第
2次世界大戦前から現在に至るまで専用車両を用い
ている。一般的な乗用車に比べると背が高く、乗り
降りが楽であり、客室は折り畳みの補助席を用意す
るほど広大だった。ハンドル切れ角を大きくするな
ど、設計面でも工夫が凝らされていた。
　メガシティともなれば、タクシーの台数もかなり
多くなる。だからこそ都市景観の一部としてデザイ
ンやカラーへの配慮が求められる。ロンドンはあ
る意味で、一歩先を行っていたといえるかもしれ
ない。
　ロンドンのような専用車両の提案が過去になかっ
たわけではない。例えば、1976年にMoMA（ニュー
ヨーク近代美術館）が企画した次世代タクシーの展
示会では、カーデザイン界の巨匠といわれるイタリ
アのジョルジェット・ジウジアーロ氏が短く背の高
い箱型のタクシーを披露し話題になった。しかし、
量産化には至っていない。
　ところが21世紀になると、同じニューヨークの
タクシー＆リムジン委員会が2007年、次世代タク
シー車両のコンペを行うと発表し、2年後に募集を
開始した。最終選考には地元のフォード、わが国の
日産、トルコのカルサンの3社が残り、市民などに
よる投票の結果、選ばれたのは日産NV200だった。
　NV200は、日本ではNV200バネットの名前で
2009年に発売された小型商用車であり、タクシー
専用設計ではない。しかし、車いす利用者への対応、
電気自動車の設定（日本ではe-NV200として販売）
などが評価され、10年間独占契約を勝ち取った。

　その後、現地の一部タクシー業界団体が反発して
裁判にもなったが、2015年に米最高裁判所が独占
供給を認める判決を出し、導入が始まっている。な
お日本では、2010年からNV200バネットタクシー
として販売を開始しており、すでに各都市でその姿
を見かけることは多い。また、NV200はロンドン
でも、次期タクシー車両の1台として導入が決まっ
ている。
　6-2　2020年を目指したJPN TAXI 
　このままNV200がメガシティのタクシー標準車
になるのかと思われた中、日本ではもう一つの流れ
が生まれた。2013年の東京モーターショーにトヨ
タが試作車を公開し、4年後の昨年発売したJPN 
TAXI（ジャパンタクシー／Fig.5）である。こちらは、
他の乗用車や商用車の設計流用ではない完全な新型
車となった６）。
　トヨタは2015年、東京を含む2024年までの五輪・
パラリンピックの最高位スポンサー（ワールドワイ
ドパートナー）契約をIOC（国際オリンピック委員
会）、IPC（国際パラリンピック委員会）と結んだ。
日本企業で両方のワールドワイドパートナーとなっ
ているのは、同社とパナソニックのみである。
　この契約を結んだことにより、トヨタは乗用車
や商用車など、さまざまなモビリティ（乗り物）
を公共交通などに提供し、世界的なスポーツの祭
典を通じてアピールする機会を得た。同社はすで
に水素をエネルギー源とする燃料電池動力の路線
バスを開発し、東京都内で運行を開始している。
JPN TAXIも、この一環でプロジェクトが進んだ
ものと想像される。
　トヨタは、これまでもコンフォート（上級車種ク
ラウンコンフォートを含む）というタクシー専用車
を販売してきた。JPN TAXIはこれらの後継車であ
り、22年ぶりのモデルチェンジとなる。

　しかし、デザインは3ボックスの4ドアセダンで
背もさほど高くなかったコンフォートとは対照的
に、ミニバン並みに背が高いハッチバックとなった。
ロンドンタクシーを思わせるフォルムであり、近似
性を指摘する声もある。
　ロンドンタクシーやコンフォートが後輪駆動なの
に対し、JPN TAXIは前輪駆動であり、床はかなり
低い。客室ドアをスライド式としている点も異なる。
水平基調のフロントデザインも、丸型ヘッドランプ
を基調としたロンドンタクシーとは一線を画してお
り、日本らしさを醸し出している。
　ちなみに乗客が座る後席は座面を跳ね上げ、助手
席は折り畳みが可能で、スライドドアから車いすの
まま乗車できることもアピールポイントとなってい
る。パラリンピックを念頭に置いた設計といえるか
もしれない。
　深藍（こいあい）と呼ばれる黒に近い紺色の車体
色をイメージカラーとした点も特徴である。
　トヨタは2020年までに東京で1万台のJPN TAXI
を走らせることを目標としている。これは現在、東
京を走るタクシーの5分の1にあたる。独特のデザ
インということもあり、都市景観を左右する存在に
なることが予想される。それが現在のタクシーのよ
うに派手な原色をまとうと、景観に悪影響を及ぼす
恐れがある。
　タクシーを含めた公共交通は、利用者にとって分
かりやすく、かつ都市景観を乱さないデザインであ
ることが重要だと考えている。独特の姿でありなが
ら、黒塗りのロンドンのタクシーは好例といえる。
JPN TAXIが景観に配慮して深藍を選んだ見識は評
価したい。
　環境対策としては、わが国のタクシー業界で多用
されるLPGを燃料としたハイブリッドシステムの
採用が目新しい。通常のガソリンエンジンを積む
NV200タクシー、ディーゼルエンジンを搭載する
ロンドンタクシーと比較した場合のアドバンテージ
になる。
　NV200には電気自動車仕様も存在するが、現状
の電気自動車は充電に時間がかかり、満充電での航
続距離も限られる。自家用車に比べて走行距離が多
いタクシーの用途に適しているとは言い切れない部
分もある。燃料電池自動車ではこの問題は解消する
が、こちらはエネルギー源となる水素の充填ステー
ションが数えるほどしかなく、インフラとしては不
十分である。

　こうした状況を考えると、2020年を想定して
LPGハイブリッドを選択したのは賢明な判断に思
える。
　すでに東京では、JPN TAXIを見かける機会は珍
しくなくなった。タクシー会社に聞いた話では、JPN 
TAXIは運転手・乗客ともに評判は高く、車両価格
は従来より高価ではあるが、積極的に導入していき
たいとのことだった。
　現在、日本を走るタクシーの8割を占めるコン
フォートは生産を終了しており、JPN TAXIの切り
替えが順調に進めば、2020年までに東京で1万台と
いう数字は達成できるのではないかと予想してい
る。深藍のままでの増備が進めば、日本人のタクシー
に対するイメージは良い方向に変わるだろう。

　この時期、日本では軽自動車よりさらに小さな超
小型モビリティと呼ばれる企画に注目が集まり、
2012年には国土交通省が軽自動車規格をベースに
した超小型モビリティ認定制度を制定した３）。
　地球環境問題に乗用車が大きな影響を与えている
理由の一つに、1台あたりの乗車人数が少ない非効
率性がある。日本では乗用車の平均輸送人数は約
1.3人と、乗車定員を大きく下回っている。にもか
かわらず、軽自動車を含めて車体寸法は大型化が止
まらない。
　加えて我が国では、地方の過疎化と高齢化も問題
になり始めた。過疎化によって公共交通の維持が難
しい地域が増え、住民自らステアリングを握っての
移動が日常的となったが、こうした地域は高齢化も
進んでおり、認知症などによって運転機能が低下し
た高齢者によるペダル踏み間違い暴走事故や高速道
路での逆走事故などが目立つようになってきた。
　こうした状況を鑑みて、欧州のクワドリシクルの
日本版という位置付けで、超小型モビリティ認定制
度がつくられたのである。
　認定制度の誕生に合わせ、いくつかのベンチャー
企業が対応したほか、日産は2010年に、アライア
ンスを組むルノーと共同でニュー・モビリティ・コ
ンセプトを発表し、翌年には、ホンダもMC-βと呼
ばれることになる新型車を公開した。
　トヨタでは、グループ内のトヨタ車体が2000年
から原動機付四輪自転車登録のコムスを販売してお
り、2012年にはモデルチェンジを行った。さらに
トヨタ自動車でも、2013年に車体を傾けて曲がる

ことで安定した走りを実現したi-ROAD（アイロー
ド／Fig.6）を発表している。
　このうちコムスは１人乗り、残りはすべて2人乗
りであるが、いずれも一般的な乗用車のような横2
人掛けではなく、二輪車に近い前後方向の2人乗り
となっていた。全幅を狭めることで乗用車1台分の
駐車スペースに最大で4台駐車することを可能と
し、都市内の占有率を小さくすることを目的として
いた。
　将来的には認定制度ではなく、独自の規格制定が
期待された。しかしその後、カテゴリー制定に向け
た動きは停滞してしまう。実証実験はその後も各地
で行われたが、新型車の登場も控えめになってし
まった。
　理由はいろいろ考えられるが、軽自動車に慣れた
人々にとっては、冷暖房がないなど、快適性で劣る
超小型モビリティにわざわざ乗るという気持ちにな
らなかったことはあるだろう。また、車両を準備す
る自治体などにとっては、少量生産ゆえに車両価格
が軽自動車とさほど変わらないことも、普及の足か
せになったと予想できる。
　そしてもう一つ、過疎地の高齢者の移動手段とし
て新しい技術が提案されたことも大きい。その技術
とは自動運転である７）。

　8-1　Google参入の衝撃
　自動運転がここまで注目されるようになったきっ
かけは、米国のIT企業Google（グーグル）が2010
年に自動運転を開発中と発表したことが大きい８）。
ただし背景を見ると、Google自体が以前から自動
運転の研究を行っていたわけではなく、この分野に
精通した技術者がGoogleで開発を始めたという表
現の方が正しい。

　自動運転の歴史の流れを辿っていくと、米国で
2004年から3回行われた国防高等研究計画局

（DARPA）による自動運転車レースに行き着く９）。
DARPAは先進技術を使ったさまざまなチャレンジ
イベントを行っており、近年はロボットを対象にし
た競技が、2012年から4回開催された。
　組織の名称の中に国防と入っていることで分かる
ように、同レースには自動運転を軍事利用しようと
いう目的も一部あったようである。ただし参加者は、
陸海空軍や軍需産業の関係者ではなく、大学や民間
企業の研究室が母体となっていた。
　2004年に開催された最初のレースではゴールま
で到達した車両がおらず、翌年のレースでは、首位
で完走したスタンフォード大学が初の優勝者となっ
た。このときのチームリーダーがその後、グーグル
の自動運転プロジェクトの開発の中心人物になった
のである。
　彼は、自動車事故の多くは人為的ミスが原因であ
ることを各種統計結果によって導き出しており、人
工知能（AI）の進化によって人間を超える安全運
転が可能であると説いた。
　Googleは2005年から地図情報の提供を始めてい
る。このGoogleマップは高度なセンサーを車両の
ルーフに取り付け、走りながら計測を行うことで
データを取得。このデータを元に地図を作成して
いった。同社ではこの経験から、地図をクルマに読
み込ませ、センサーを使えば、自動でクルマを走ら
せ交通事故を減らせるのではないかと考えたようで
ある。
　当初のGoogleの自動運転車両は、トヨタ・プリ
ウスなど既存の車両を流用しており、地図情報取得
用車両と同じように車体の屋根にやぐらを組み、各
種センサーを載せた無骨な外見だった。しかし、
2014年になると一転、同社は完全自社開発の自動
運転車をセルフドライビングカー（Fig.7）の名と
ともに公開した。
　そのデザインは既存の多くの自動車とは違ってい
た。頭上にセンサーを載せた小柄な車体は卵形で、
ヘッドランプとセンサーからなる前面は子供の顔の
ように穏やかだった。走りのイメージを前面に押し
出すべく攻撃的な顔と姿を持つことが主流になりつ
つあった既存の乗用車とは、明らかに違う方向を目
指していた。
　2人乗りの車内にはハンドルもペダルもなく、当
初から完全自動運転を狙っていることが伺えた。グ

ループ内の動画公開サイトYouTube（ユーチュー
ブ）で映像を公開するというお披露目の仕方も、モー
ターショー会場やホテルなどで実車をお披露目する
ことが多い既存の新型車とは一線を画していた。
　特筆すべきは、このYouTubeでセルフドライビ
ングカーに乗るのが目の不自由な方や子供など、自
分では運転するのが難しい、いわゆる交通弱者に当
たる人々だったことである。
　既存の乗用車は個人が買って乗るというスタイル
から、貧富の差によって快適装備のみならず、安全
装備にも格差が生じていた。一方のGoogleは、Google
マップをはじめ、多くのサービスを無料で提供して
おり、社会インフラに近いスタンスを取っていた。
セルフドライビングカーも同様の立場にあり、単な
るビジネスを超えて、社会問題解決のためのツー
ルとして自動運転を送り出そうとしていることが
伺えた。
　8-2　自動車メーカーの自動運転対応
　自動車メーカーはGoogleが自動運転の話題を出
す前から、自動運転の研究開発を行っていた。その
一つがASV（アドバンスト・セーフティー・ビー
クル／先進安全自動車）で、日本では1991年に
ASV推進検討会が設置され、現在も検討が進めら
れている。
　ただし、その基本理念はGoogleのような完全自
動運転ではない。ASVでは基本理念としてドライ
バー支援の原則、ドライバー受容性の確保、社会受
容性の確保の3点を挙げており、あくまでドライ
バーが主体的に責任を持って運転するという前提に
立っている。現在の表現では運転支援システムに
近い。
　自動車の魅力の一つとして、自分の意志で自由に
移動できることがあり、自己否定になるような完全
自動運転は表に出さないという空気があった。しか

し、Googleが自動運転を研究開発中とアナウンス
すると、幾つかの自動車メーカーも自動運転をア
ピールするようになっていく。
　2011年に東京ビッグサイトで行われた第42回東
京モーターショーでは、トヨタ、日産、ホンダなど
が自動運転のコンセプトカーを出展し、デモ走行も
披露した。その後のメディア向けイベントなどで、
研究開発中の自動運転車両が披露された（Fig.8）。
　しかしながら、自動車メーカーの自動運転は、上
記のような経緯を辿ってきたこともあり、自動運転
を安全装備や快適装備の一つとして位置付けること
が多く、交通弱者を含めたすべての人に安全快適な
移動を提供したいというGoogleとは異なる考え方
だった。
　既存の自動車をベースにAIを搭載し、センサー
類を取り付け、車内は必要に応じてステアリングが
自動的に格納されるというデザインも、これまでの
自動車の歴史の延長線上に自動運転を置くという考
え方を反映していた。
　この時期、一部のメディアは自動車メーカーと
Googleを対立軸に置き、煽るような動きも見受け
られたが、上に記したように両者の自動運転に対す
るスタンスはかなり異なっていた。
　し か し な が ら、そ の 後Googleは、2015年 に
Alphabet（アルファベット）という名前の持ち株
会社を設立すると、翌年、自動運転部門を新会社
Waymo（ウェイモ）に移行。前後して米国FCA（フィ
アット・クライスラー）やわが国のホンダなどと提
携を結び、共同で自動運転を開発していくと表明し
た。2017年にはセルフドライビングカーの開発終
了も発表している。
　8-3　公共交通のための無人運転車
　これによって自動運転の進化は一元化されたと判

断した人もいたが、同じ頃、欧州では、これとは異
なる自動運転の流れが少しずつ進行しつつあった。
欧州連合（EU）の助成型研究開発フレームワーク
プログラムの一つとして、2012年から4年間続けら
れたシティモビル2である10）。
　このプログラムは、2006年から6年間実施された
シティモビル1の後を受けて進められた。シティモ
ビル1では、空港内など限定された区域での無人運
転実験を行い、英国ロンドンのヒースロー空港など
で実用化に漕ぎ着けた。シティモビル2では、これ
を公道上での公共交通として導入するためのプロ
ジェクトが進められた。
　欧州内の45の企業・自治体・大学などがこのプ
ロジェクトに参加しており、総費用は約1,581万ユー
ロ。うち950万ユーロがEU助成金だった。実証実
験はスイスのローザンヌ、フィンランドのヴァン
ター、フランスのニースなど７カ所の大学構内や専
用道路で行われ、一般人を含めて6万人以上を乗せ
たという実績を残した。
　このシティモビル2は、前述したようにプログラ
ム自体は2016年で終了した。しかし入れ替わるよ
うに、ここから生まれた2台の無人運転車が独自に
実証実験を開始している。どちらもフランスのベン
チャー企業が製作したイージーマイルEZ10（Fig.9）
とナビヤ・アルマである。
　どちらも箱型の電気自動車で、ステアリングやペ
ダルを持たない無人運転車両である。操作系をなく
したことで車体前後の区別をなくし、鉄道車両のよ
うに、前後どちらにも進めるようにしたことが自動
車としては画期的である。
　EZ10を例に取ると、外寸は全長4m弱、全幅約
2m、全高3m弱で、立方体に近い。乗車定員は12
名で、着席6名、立ち席6名となっている。片側側
面に大きな電動両開きドアがあり、下にはやはり電
動でせり出すスロープが格納され、車いすやベビー
カー利用者のアクセスを容易にしている。1回の充
電で最高10時間走行が可能であり、最高速度は
40km/hとなっている。
　車両概要で分かるように2台は個人向けに販売は
せず、バスやタクシーなど公共交通としての運用を
前提としている。スイスのシオンという都市では旧
市街の移動用でアルマが走行中であり、わが国では
DeNA（ディー・エヌ・エー）がEZ10、ソフトバンク・
グループがアルマを輸入して、各地で実証実験を続
けている。

　このように自動運転の流れは、乗用車に限ってい
えばGoogleを取り込んだ自動車メーカー系と、欧
州のプログラムを源流とするITベンチャー系に大
別することができる。前者は高速道路での自動化が
主体で、一般向けに販売を目論んでおり、後者は都
市内の無人運転を想定し、公共交通としての提供が
前提という違いもある。
　自動化が進むと、一部のユーザーは所有に興味が
なくなるという予想もある。これを見据えて、所有
者と利用者を結び付けるスマートフォンのアプリを
提供するUber Technologies（ウーバー）などのラ
イドシェア企業は、将来的にメーカーから自動運転
車の供給を受けての自動化を考えており、すでに幾
つかの提携関係が生まれている。
　しかし現在、自動車メーカーが生産する乗用車の
多くは、都市内でのライドシェアに特化したデザイ
ンであるとは言い難い。EZ10やアルマなど新興企
業が開発した無人運転車の方が都市との親和性が高
い造形であることは、多くの人々が認めるところだ
ろう。
　デザインやメカニズムの個性で顧客の心をつか
み、多くの車両を販売して利益を上げるという従来
の自動車メーカーのビジネススタイルでは、回答を
導き出すことは難しい。都市に寄り添う車づくりが
必要となってくるだろう。
　その点で2018年1月、米国ラスベガスで開催され
たCES（家電見本市）でトヨタが発表したモビリ
ティサービス専用EV、e-Palette Concept（イーパ
レット・コンセプト／Fig.10）は、自動車メーカー
が本気で都市を見据えて開発した車両として特筆で
きる11）。
　車体はEZ10やアルマに似た箱型で、ステアリン



　自動車が数ある工業製品の中でここまで普及した
のは、個人が好みのデザインやメカニズムを選び、
いつでもどこでも移動していけるという自由さに
あったと認識している。だから、カーデザインにつ
いても機能的側面のみならず、ユーザーが買いたい
と思える嗜好的側面が重視された。
　代表格が1950年代の米国車である。いわゆる自
動車先進国の中で、第2次世界大戦の国土被害が皆
無に近かった米国の自動車は、毎年のように車体が
大きく、クロームメッキなどを用いた装飾が派手に
なり、ついには飛行機の尾翼を思わせるテールフィ
ンを車体後部に装着するという状況だった。
　しかし1960年代になると、先進国で排出ガスに

よる大気汚染が問題となり始め、1970年には衝突
安全性能が重視されるようになる。続いてオイル
ショックも勃発した。
　それまで自由闊達なデザインとメカニズムで愛好
家を増やし続けてきた自動車は一転して、大気汚染
や交通事故、燃料消費率といった異なるベクトルで
の進化を余儀なくされるようになった。本稿では、
これ以降の自動車のデザイン面の変遷について、社
会や都市との関わりを交えながら紹介していく。

　社会性を意識した自動車はまず、欧州で生まれた。
米国とは違い、多くの国が第2次世界大戦の戦場と
なったために甚大な被害を被っており、その後も中
東戦争によって石油の供給が制限されるなど、何度
も試練が訪れていた。
　第2次世界大戦中には、いくつかのメーカーが戦
後の混乱を予想して安価な小型車の開発を進め、終
戦直後に世に送り出した。

グやペダルを持たない無人運転車であることも共通
する。ただし、e-Palette Conceptは個人の移動、公
共交通、物流のすべてに対応するとしており、情報
通信技術を駆使して移動中にさまざまなサービスを
提供し、新たなモビリティサービスの創出に貢献す
ることを想定している。
　さらにトヨタは、この車両を用いてモビリティ
サービスプラットフォームの構築を推進しようとし
ており、すでに初期パートナーとしてAmazon.com、
Pizza Hut、Uber Technologiesなどに参加してもら
うことも発表している。
　e-Palette Conceptについてトヨタは、2020年代
前半には米国などでサービス実証を目指すととも
に、2020年には一部機能を搭載した車両で東京オ
リンピック・パラリンピックのモビリティにも活用
するとしている。このコンセプトを軌道に乗せるこ
とが、明日のカーデザインの具現化につながるだ
ろう。
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　フランスのシトロエン2 CV、英国モーリス・マ
イナー、スウェーデンのボルボPV444などが代表
格となる。アドルフ・ヒトラーの指揮のもと、戦前
のうちに開発が終了していたドイツ（当時は西ドイ
ツ）のフォルクスワーゲン・ビートルも、結果的に
は同じタイミングで市販に移された。
　さらに、スエズ動乱（第2次中東戦争）が契機と
なったオイルショックでは、1959年に英国BMC

（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）
のMINI（Fig.1）が生まれた１）。
　車体前部に縦置きにして後輪を駆動していたエン
ジンを横向きにして前輪を駆動。サスペンションは
金属バネからラバーに換え、15インチが標準だっ
たホイール／タイヤは一気に10インチまで小型化
するなど、随所に画期的な設計が盛り込まれた。
　前衛的な設計でありながら、MINIが多くの人に
受け入れられたのは、全長約3mながら大人4人が
乗れ、国際ラリーでドイツの高性能スポーツカー、
ポルシェを破って優勝するほどの走行性能の高さを
秘めていたことが大きい。大衆車でありながらクラ
スレスであったことから、実際、富裕層がセカンド
カーとして乗ることも多く、老若男女を問わず受け
入れられ、2000年まで製造されるロングセラーに
なった。
　1970年代に入ると、自動車はさらに社会への適
応が求められるようになる。米国などで排出ガス規
制が始まり、数年後に勃発したオイルショックが後
押しとなって、経済的な小型車に注目が集まるよう
になる。
　この時期に誕生したのは、日本の本田技研工業

（ホンダ）が発表したシビック、フランスのルノー
5（サンク）、フォルクスワーゲンのゴルフなどで、
いずれもMINIと同じ前輪駆動2ボックススタイル
だった。他社もこのカテゴリーに次々に参入し、こ

れが小型車の定型になった。社会の要求に合わせて
生まれたカーデザインが、社会の主役になったので
ある。
　この時期にはもう一つの社会的な要求として、交
通事故死者の増加に対処すべく衝突安全基準の強化
も実施された。特に厳しかったのは米国であり、時
速5マイル以下ではボディに損傷を与えてはならな
いという通称5マイルバンパーの装着が義務付けら
れた。
　これに対して自動車メーカーは、当初は既存の車
体の前後に無骨なバンパーを備えていたが、まもな
くバンパー全体を樹脂で覆い、車体との一体感を強
めたデザインが目立ち始めた。現在、多くの乗用車
がボディとバンパーの境目のない造形となっている
が、これは安全基準強化がきっかけだったのである。

　1980年代になると、排出ガス規制や衝突安全規
制の強化が一段落したこともあり、乗用車は再び速
さや美しさといった自動車が根源的に持ち合わせて
いた魅力を前面に押し出すようになる。しかしそれ
も束の間、1990年代には再び二つの課題に直面す
ることになった。
　一つは地球温暖化である。1992年に開催された
地球サミット（国連環境開発会議）や京都議定書が
採択された5年後のCOP3（第3回気候変動枠組条
約締約国会議）などが契機となり、世界中で話題に
なり始めた。
　自動車の排気ガスは、有害ガスの排出量について
は排出ガス規制によって一定レベルに抑えられた
が、内燃機関である以上、温室効果ガスの主役的存
在である二酸化炭素の排出は避けられず、一部の新
興国で爆発的に自動車の台数が増えつつあったこと
もあり、自動車メーカーにも対策が求められること
となった。
　もう一つは都市への人口集中である。国連の統計
によれば、1950年には30%だった都市部の人口の
割合は、2010年には54%にまで高まったという２）。
この過程で当然ながら、都市部への自動車の流入も
問題になった。特に急成長を遂げた新興国の都市は、
慢性的な渋滞に悩まされることになった。
　こうした時代背景を受けて、ドイツのダイムラー

（当時の社名はダイムラー・ベンツ）が送り出した
のがSmart（Fig.2）だった３）。
　Smartの原案は時計会社のスウォッチが企画し

た。スウォッチのようにカジュアルなテイストのシ
ティコミューターを考えた。自動車メーカー以外か
らの発想という点もまた斬新だった。
　同社は当初、フォルクスワーゲンに話を持ちかけ
たが、同社はすでにシティコミューターの開発を進
めており、同じドイツのダイムラーと手を結ぶこと
になった。1994年に両社はMCC（マイクロ・カー・
カンパニー）という合弁企業を設立すると、4年後
にスウォッチ（Swatch）とメルセデス（Mercedes）
の頭文字にアート（Art）を組み合わせたSmartと
いう車名で発売した。
　車体の長さは約2.5mと、現在の軽自動車より1m
近く短く、乗車定員は2名だった。強固なスティー
ル製フレームにカラフルな樹脂製パネルを装着した
デザインは、卵形のフォルムともども新鮮な印象を
与えた。
　Smartのような車種がこれまで存在しなかったわ
けではない。第2次世界大戦直後と1970年代のオイ
ルショックの時期には、簡潔な2人乗り車体にス
クーター用小排気量エンジンを組み合わせたクワド
リシクル（四輪自転車を意味する仏語）と呼ばれる
車種が存在していた。主として郊外にある小都市の
高齢者向け移動手段として提供されてきた。
　一方のSmartは、軽自動車と同等のエンジンを搭
載しており、高速道路の巡航も可能だった。そのた
めクワドリシクルのカテゴリーには属さず、新しい
時代のシティコミューターとして認識された。
　しかし、Smartは売れなかった。そのためスウォッ
チは次第に資本を引き上げ、2000年に完全に撤退
した。2人しか乗れない割に高価だったこと、クワ
ドリシクルのような免許面の恩恵が受けられなかっ
たこともあるが、ダイムラーが画策した駐車場やレン
タカーなどの優遇措置が進まなかったこともあった。
　最後に紹介した優遇措置は、車体の小ささ故、駐

車空間が節約できる分、料金を割り引いたり、多人
数乗車や遠距離旅行をする際に他車を割安で借りら
れたりできるという内容だった。
　本気でSmartを都市内のモビリティツールとして
浸透させるなら、公共交通の導入と同じように、事
前に競合他社を含めて入念な説明が必要とされると
ころだが、ダイムラーの手段はやや強引だったようだ。
　その後もSmartは、二度のモデルチェンジを経験
しながら生産を続けているが、現行型ではルノーと
の共同開発生産となり、販売台数が稼げる4ドア4
人乗り仕様を加えるなど、当初の思想はかなり薄
まっている。
　Smartの登場と同じ時期には、日本のトヨタ自動
車からe-com（イーコム）、日産自動車からハイパー
ミニ、そして、ホンダからICVSシティパルと似た
車両が発表された。いずれも電気自動車で市街地走
行に専念しており、ITS技術を融合したカーシェア
リングの実証実験も行うなど、Smartより一歩踏み
込んだ内容になっていた。しかし、3台とも量産化
には至らず、まもなくプロジェクトは終了している。

　より現実的な意味での環境対応車として1997年
に登場したのが、世界初の市販ハイブリッド車であ
るトヨタのプリウスである。ガソリンエンジンと電
気モーターを結合し、バッテリーやインバーターを
搭載することで、市街地走行での環境性能を飛躍的
に高めた。世界各地で受け入れられ、その後の環境
対応自動車のベンチマークになったことは、多くの
人が認めるところである。
　プリウスはデザインも革新的だった。エクステリ
アは環境性能を高めるべく空気抵抗の少ない形状と
しており、その後のプリウスの伝統となった。イン
テリアでは液晶表示のセンターメーターとその下の
マルチディスプレイが斬新で、他の多くの車種に影
響を与えた。
　続いて電気自動車の量産車が登場する。我が国で
は2009年に三菱自動車工業のi-MiEV（アイミーブ）、
翌年、日産からリーフが発売された。海外では
2012年に米国テスラのモデルS（Fig.3）、次の年に
ドイツBMWのi3が登場した。
　このうちi-MiEVは既存の軽自動車の車体を流用
しており、リーフはデザインこそ独自であるものの、
プラットフォームは同クラスのガソリン車と同一で
ある。モデルSとi3は専用設計だが、モデルSはあ
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えて既存の乗用車に近いフォルムとして人気を博し
たのに対し、個性的な造形を採用したi3は販売が低
迷している。
　Smartも直面したことだが、乗用車の購入層は予
想以上に保守的である。新しい技術については長所
より先に欠点を気に懸け、デザインについても大胆
すぎる造形は避ける傾向にある。これが電気自動車
にも当てはまった。
　電気自動車はエンジンやトランスミッションが不
要で、モーターはエンジンよりはるかに小型である
ことから、既存の自動車と全く異なるデザインが可
能になるといわれた。しかし、事前の予想ほど販売
台数が伸びなかったこともあり、ガソリン車と同じ
車体にモーターを積むという保守的なデザインが一
般的になっていく。
　その中で独自の魅力を打ち出したのがテスラだっ
た。同クラスのガソリン車が持つ高級感や躍動感を
強調するような線や光り物の演出は皆無に近く、車
内はスイッチを極力排した代わりに巨大な縦長の
ディスプレイを配しており、多くの機能をここでコ
ントロールし、自動運転につながる先進技術の追加
は、ソフトウェアのバージョンアップで対応すると
いうIT流の考えに則っていた。
　この後、自動車業界ではコネクテッドカー、つま
り情報通信技術を駆使した「つながる車」がトレン
ドになっていくが、テスラ・モデルSのディスプレ
イはその流れをいち早く取り込んでいた。

　21世紀になってもう一つ注目を集めた自動車関
連の動きにカーシェアリングがある。カーシェアリ
ングは1980年代にスイスで生まれたといわれ、
1990年代には北米でも展開が始まったが、本格的
な展開は2000年以降で、わが国最大手であるパー

ク24グループのタイムズカープラスは、2005年に
前身の会社がサービスを始めている。
　レンタカーと違い、貸出返却場所が無人であるこ
とが多いカーシェアリングは、ICTの普及によって
展開が可能になったサービスである。都市内に滞在
している車両の台数を削減し、無駄な空間となるこ
とが多い駐車場を有益な空間に置き換えるという主
目的を含め、社会との関わりが強いサービスといえ
る。しかし、車両については長い間、既存の乗用車
を用いるのが一般的だった。
　この点で一線を画したのが、2008年にスタート
したダイムラーのcar2go（カーツーゴー）で、車
両にはシティコミューターとして生まれたSmartを
起用した。販売にこだわってきたダイムラーが、よ
うやくSmartのキャラクターにふさわしいシェアに
目を向けた。
　特定のステーションを持たず、都市内の駐車場に
ある車両を利用者がスマートフォンなどで探して利
用し、返却も任意の駐車場にて行うというフリーフ
ローティング方式も、他の多くのカーシェアリング
とは異なる特筆できる点だった。Car2goの方針は
広く受け入れられ、現在では8カ国25都市で展開さ
れるまでになっている４）。
　2011年にフランスの首都パリでサービスを開始
したAutolib’（オートリブ／Fig.4）にも触れておく。
こちらは専用設計の4人乗り電気自動車を使ってお
り、登録作業を行う半円形の施設をはじめ、インフ
ラを含めたトータルデザインがなされていた。鉄道
など既存の公共交通に近い考えが導入されたのであ
る。借りた場所と異なる場所に返却できるワンウェ
イ方式を取り入れ、利便性を高めていた点も特徴
だった。
　当初から250カ所／250台という大規模体制でス
タートしたことが功を奏して、利用者は順調に増え
ており、5年後の2016年末には、周辺の100市町村
で約4,000台が稼働。共通の車両とインフラを使っ
たサービスは同じフランスのリヨンとボルドー、米
国インディアナポリス、英国ロンドンなどにも展開
している５）。

　6-1　ロンドンとニューヨークのタクシー車両
　この時期、カーシェアリングと同じように乗用車
を用いた公共交通であるタクシーにも変化が起きて
いる。

Fig.3　モデルS（テスラ）

　バスやトラックが当初から社会とのつながりの中
で進化してきたが故に、流行に左右されない機能重
視の発展を遂げてきたのとは対照的に、タクシーは
長きにわたり、多くの都市が既存の乗用車を使用し
てきた。
　数少ない例外の一つが英国の首都ロンドンで、第
2次世界大戦前から現在に至るまで専用車両を用い
ている。一般的な乗用車に比べると背が高く、乗り
降りが楽であり、客室は折り畳みの補助席を用意す
るほど広大だった。ハンドル切れ角を大きくするな
ど、設計面でも工夫が凝らされていた。
　メガシティともなれば、タクシーの台数もかなり
多くなる。だからこそ都市景観の一部としてデザイ
ンやカラーへの配慮が求められる。ロンドンはあ
る意味で、一歩先を行っていたといえるかもしれ
ない。
　ロンドンのような専用車両の提案が過去になかっ
たわけではない。例えば、1976年にMoMA（ニュー
ヨーク近代美術館）が企画した次世代タクシーの展
示会では、カーデザイン界の巨匠といわれるイタリ
アのジョルジェット・ジウジアーロ氏が短く背の高
い箱型のタクシーを披露し話題になった。しかし、
量産化には至っていない。
　ところが21世紀になると、同じニューヨークの
タクシー＆リムジン委員会が2007年、次世代タク
シー車両のコンペを行うと発表し、2年後に募集を
開始した。最終選考には地元のフォード、わが国の
日産、トルコのカルサンの3社が残り、市民などに
よる投票の結果、選ばれたのは日産NV200だった。
　NV200は、日本ではNV200バネットの名前で
2009年に発売された小型商用車であり、タクシー
専用設計ではない。しかし、車いす利用者への対応、
電気自動車の設定（日本ではe-NV200として販売）
などが評価され、10年間独占契約を勝ち取った。

　その後、現地の一部タクシー業界団体が反発して
裁判にもなったが、2015年に米最高裁判所が独占
供給を認める判決を出し、導入が始まっている。な
お日本では、2010年からNV200バネットタクシー
として販売を開始しており、すでに各都市でその姿
を見かけることは多い。また、NV200はロンドン
でも、次期タクシー車両の1台として導入が決まっ
ている。
　6-2　2020年を目指したJPN TAXI 
　このままNV200がメガシティのタクシー標準車
になるのかと思われた中、日本ではもう一つの流れ
が生まれた。2013年の東京モーターショーにトヨ
タが試作車を公開し、4年後の昨年発売したJPN 
TAXI（ジャパンタクシー／Fig.5）である。こちらは、
他の乗用車や商用車の設計流用ではない完全な新型
車となった６）。
　トヨタは2015年、東京を含む2024年までの五輪・
パラリンピックの最高位スポンサー（ワールドワイ
ドパートナー）契約をIOC（国際オリンピック委員
会）、IPC（国際パラリンピック委員会）と結んだ。
日本企業で両方のワールドワイドパートナーとなっ
ているのは、同社とパナソニックのみである。
　この契約を結んだことにより、トヨタは乗用車
や商用車など、さまざまなモビリティ（乗り物）
を公共交通などに提供し、世界的なスポーツの祭
典を通じてアピールする機会を得た。同社はすで
に水素をエネルギー源とする燃料電池動力の路線
バスを開発し、東京都内で運行を開始している。
JPN TAXIも、この一環でプロジェクトが進んだ
ものと想像される。
　トヨタは、これまでもコンフォート（上級車種ク
ラウンコンフォートを含む）というタクシー専用車
を販売してきた。JPN TAXIはこれらの後継車であ
り、22年ぶりのモデルチェンジとなる。

　5.　シェアリングエコノミー
　6.　都市機能に合致したタクシーの出現

　しかし、デザインは3ボックスの4ドアセダンで
背もさほど高くなかったコンフォートとは対照的
に、ミニバン並みに背が高いハッチバックとなった。
ロンドンタクシーを思わせるフォルムであり、近似
性を指摘する声もある。
　ロンドンタクシーやコンフォートが後輪駆動なの
に対し、JPN TAXIは前輪駆動であり、床はかなり
低い。客室ドアをスライド式としている点も異なる。
水平基調のフロントデザインも、丸型ヘッドランプ
を基調としたロンドンタクシーとは一線を画してお
り、日本らしさを醸し出している。
　ちなみに乗客が座る後席は座面を跳ね上げ、助手
席は折り畳みが可能で、スライドドアから車いすの
まま乗車できることもアピールポイントとなってい
る。パラリンピックを念頭に置いた設計といえるか
もしれない。
　深藍（こいあい）と呼ばれる黒に近い紺色の車体
色をイメージカラーとした点も特徴である。
　トヨタは2020年までに東京で1万台のJPN TAXI
を走らせることを目標としている。これは現在、東
京を走るタクシーの5分の1にあたる。独特のデザ
インということもあり、都市景観を左右する存在に
なることが予想される。それが現在のタクシーのよ
うに派手な原色をまとうと、景観に悪影響を及ぼす
恐れがある。
　タクシーを含めた公共交通は、利用者にとって分
かりやすく、かつ都市景観を乱さないデザインであ
ることが重要だと考えている。独特の姿でありなが
ら、黒塗りのロンドンのタクシーは好例といえる。
JPN TAXIが景観に配慮して深藍を選んだ見識は評
価したい。
　環境対策としては、わが国のタクシー業界で多用
されるLPGを燃料としたハイブリッドシステムの
採用が目新しい。通常のガソリンエンジンを積む
NV200タクシー、ディーゼルエンジンを搭載する
ロンドンタクシーと比較した場合のアドバンテージ
になる。
　NV200には電気自動車仕様も存在するが、現状
の電気自動車は充電に時間がかかり、満充電での航
続距離も限られる。自家用車に比べて走行距離が多
いタクシーの用途に適しているとは言い切れない部
分もある。燃料電池自動車ではこの問題は解消する
が、こちらはエネルギー源となる水素の充填ステー
ションが数えるほどしかなく、インフラとしては不
十分である。

　こうした状況を考えると、2020年を想定して
LPGハイブリッドを選択したのは賢明な判断に思
える。
　すでに東京では、JPN TAXIを見かける機会は珍
しくなくなった。タクシー会社に聞いた話では、JPN 
TAXIは運転手・乗客ともに評判は高く、車両価格
は従来より高価ではあるが、積極的に導入していき
たいとのことだった。
　現在、日本を走るタクシーの8割を占めるコン
フォートは生産を終了しており、JPN TAXIの切り
替えが順調に進めば、2020年までに東京で1万台と
いう数字は達成できるのではないかと予想してい
る。深藍のままでの増備が進めば、日本人のタクシー
に対するイメージは良い方向に変わるだろう。

　この時期、日本では軽自動車よりさらに小さな超
小型モビリティと呼ばれる企画に注目が集まり、
2012年には国土交通省が軽自動車規格をベースに
した超小型モビリティ認定制度を制定した３）。
　地球環境問題に乗用車が大きな影響を与えている
理由の一つに、1台あたりの乗車人数が少ない非効
率性がある。日本では乗用車の平均輸送人数は約
1.3人と、乗車定員を大きく下回っている。にもか
かわらず、軽自動車を含めて車体寸法は大型化が止
まらない。
　加えて我が国では、地方の過疎化と高齢化も問題
になり始めた。過疎化によって公共交通の維持が難
しい地域が増え、住民自らステアリングを握っての
移動が日常的となったが、こうした地域は高齢化も
進んでおり、認知症などによって運転機能が低下し
た高齢者によるペダル踏み間違い暴走事故や高速道
路での逆走事故などが目立つようになってきた。
　こうした状況を鑑みて、欧州のクワドリシクルの
日本版という位置付けで、超小型モビリティ認定制
度がつくられたのである。
　認定制度の誕生に合わせ、いくつかのベンチャー
企業が対応したほか、日産は2010年に、アライア
ンスを組むルノーと共同でニュー・モビリティ・コ
ンセプトを発表し、翌年には、ホンダもMC-βと呼
ばれることになる新型車を公開した。
　トヨタでは、グループ内のトヨタ車体が2000年
から原動機付四輪自転車登録のコムスを販売してお
り、2012年にはモデルチェンジを行った。さらに
トヨタ自動車でも、2013年に車体を傾けて曲がる

ことで安定した走りを実現したi-ROAD（アイロー
ド／Fig.6）を発表している。
　このうちコムスは１人乗り、残りはすべて2人乗
りであるが、いずれも一般的な乗用車のような横2
人掛けではなく、二輪車に近い前後方向の2人乗り
となっていた。全幅を狭めることで乗用車1台分の
駐車スペースに最大で4台駐車することを可能と
し、都市内の占有率を小さくすることを目的として
いた。
　将来的には認定制度ではなく、独自の規格制定が
期待された。しかしその後、カテゴリー制定に向け
た動きは停滞してしまう。実証実験はその後も各地
で行われたが、新型車の登場も控えめになってし
まった。
　理由はいろいろ考えられるが、軽自動車に慣れた
人々にとっては、冷暖房がないなど、快適性で劣る
超小型モビリティにわざわざ乗るという気持ちにな
らなかったことはあるだろう。また、車両を準備す
る自治体などにとっては、少量生産ゆえに車両価格
が軽自動車とさほど変わらないことも、普及の足か
せになったと予想できる。
　そしてもう一つ、過疎地の高齢者の移動手段とし
て新しい技術が提案されたことも大きい。その技術
とは自動運転である７）。

　8-1　Google参入の衝撃
　自動運転がここまで注目されるようになったきっ
かけは、米国のIT企業Google（グーグル）が2010
年に自動運転を開発中と発表したことが大きい８）。
ただし背景を見ると、Google自体が以前から自動
運転の研究を行っていたわけではなく、この分野に
精通した技術者がGoogleで開発を始めたという表
現の方が正しい。

　自動運転の歴史の流れを辿っていくと、米国で
2004年から3回行われた国防高等研究計画局

（DARPA）による自動運転車レースに行き着く９）。
DARPAは先進技術を使ったさまざまなチャレンジ
イベントを行っており、近年はロボットを対象にし
た競技が、2012年から4回開催された。
　組織の名称の中に国防と入っていることで分かる
ように、同レースには自動運転を軍事利用しようと
いう目的も一部あったようである。ただし参加者は、
陸海空軍や軍需産業の関係者ではなく、大学や民間
企業の研究室が母体となっていた。
　2004年に開催された最初のレースではゴールま
で到達した車両がおらず、翌年のレースでは、首位
で完走したスタンフォード大学が初の優勝者となっ
た。このときのチームリーダーがその後、グーグル
の自動運転プロジェクトの開発の中心人物になった
のである。
　彼は、自動車事故の多くは人為的ミスが原因であ
ることを各種統計結果によって導き出しており、人
工知能（AI）の進化によって人間を超える安全運
転が可能であると説いた。
　Googleは2005年から地図情報の提供を始めてい
る。このGoogleマップは高度なセンサーを車両の
ルーフに取り付け、走りながら計測を行うことで
データを取得。このデータを元に地図を作成して
いった。同社ではこの経験から、地図をクルマに読
み込ませ、センサーを使えば、自動でクルマを走ら
せ交通事故を減らせるのではないかと考えたようで
ある。
　当初のGoogleの自動運転車両は、トヨタ・プリ
ウスなど既存の車両を流用しており、地図情報取得
用車両と同じように車体の屋根にやぐらを組み、各
種センサーを載せた無骨な外見だった。しかし、
2014年になると一転、同社は完全自社開発の自動
運転車をセルフドライビングカー（Fig.7）の名と
ともに公開した。
　そのデザインは既存の多くの自動車とは違ってい
た。頭上にセンサーを載せた小柄な車体は卵形で、
ヘッドランプとセンサーからなる前面は子供の顔の
ように穏やかだった。走りのイメージを前面に押し
出すべく攻撃的な顔と姿を持つことが主流になりつ
つあった既存の乗用車とは、明らかに違う方向を目
指していた。
　2人乗りの車内にはハンドルもペダルもなく、当
初から完全自動運転を狙っていることが伺えた。グ

ループ内の動画公開サイトYouTube（ユーチュー
ブ）で映像を公開するというお披露目の仕方も、モー
ターショー会場やホテルなどで実車をお披露目する
ことが多い既存の新型車とは一線を画していた。
　特筆すべきは、このYouTubeでセルフドライビ
ングカーに乗るのが目の不自由な方や子供など、自
分では運転するのが難しい、いわゆる交通弱者に当
たる人々だったことである。
　既存の乗用車は個人が買って乗るというスタイル
から、貧富の差によって快適装備のみならず、安全
装備にも格差が生じていた。一方のGoogleは、Google
マップをはじめ、多くのサービスを無料で提供して
おり、社会インフラに近いスタンスを取っていた。
セルフドライビングカーも同様の立場にあり、単な
るビジネスを超えて、社会問題解決のためのツー
ルとして自動運転を送り出そうとしていることが
伺えた。
　8-2　自動車メーカーの自動運転対応
　自動車メーカーはGoogleが自動運転の話題を出
す前から、自動運転の研究開発を行っていた。その
一つがASV（アドバンスト・セーフティー・ビー
クル／先進安全自動車）で、日本では1991年に
ASV推進検討会が設置され、現在も検討が進めら
れている。
　ただし、その基本理念はGoogleのような完全自
動運転ではない。ASVでは基本理念としてドライ
バー支援の原則、ドライバー受容性の確保、社会受
容性の確保の3点を挙げており、あくまでドライ
バーが主体的に責任を持って運転するという前提に
立っている。現在の表現では運転支援システムに
近い。
　自動車の魅力の一つとして、自分の意志で自由に
移動できることがあり、自己否定になるような完全
自動運転は表に出さないという空気があった。しか

し、Googleが自動運転を研究開発中とアナウンス
すると、幾つかの自動車メーカーも自動運転をア
ピールするようになっていく。
　2011年に東京ビッグサイトで行われた第42回東
京モーターショーでは、トヨタ、日産、ホンダなど
が自動運転のコンセプトカーを出展し、デモ走行も
披露した。その後のメディア向けイベントなどで、
研究開発中の自動運転車両が披露された（Fig.8）。
　しかしながら、自動車メーカーの自動運転は、上
記のような経緯を辿ってきたこともあり、自動運転
を安全装備や快適装備の一つとして位置付けること
が多く、交通弱者を含めたすべての人に安全快適な
移動を提供したいというGoogleとは異なる考え方
だった。
　既存の自動車をベースにAIを搭載し、センサー
類を取り付け、車内は必要に応じてステアリングが
自動的に格納されるというデザインも、これまでの
自動車の歴史の延長線上に自動運転を置くという考
え方を反映していた。
　この時期、一部のメディアは自動車メーカーと
Googleを対立軸に置き、煽るような動きも見受け
られたが、上に記したように両者の自動運転に対す
るスタンスはかなり異なっていた。
　し か し な が ら、そ の 後Googleは、2015年 に
Alphabet（アルファベット）という名前の持ち株
会社を設立すると、翌年、自動運転部門を新会社
Waymo（ウェイモ）に移行。前後して米国FCA（フィ
アット・クライスラー）やわが国のホンダなどと提
携を結び、共同で自動運転を開発していくと表明し
た。2017年にはセルフドライビングカーの開発終
了も発表している。
　8-3　公共交通のための無人運転車
　これによって自動運転の進化は一元化されたと判

断した人もいたが、同じ頃、欧州では、これとは異
なる自動運転の流れが少しずつ進行しつつあった。
欧州連合（EU）の助成型研究開発フレームワーク
プログラムの一つとして、2012年から4年間続けら
れたシティモビル2である10）。
　このプログラムは、2006年から6年間実施された
シティモビル1の後を受けて進められた。シティモ
ビル1では、空港内など限定された区域での無人運
転実験を行い、英国ロンドンのヒースロー空港など
で実用化に漕ぎ着けた。シティモビル2では、これ
を公道上での公共交通として導入するためのプロ
ジェクトが進められた。
　欧州内の45の企業・自治体・大学などがこのプ
ロジェクトに参加しており、総費用は約1,581万ユー
ロ。うち950万ユーロがEU助成金だった。実証実
験はスイスのローザンヌ、フィンランドのヴァン
ター、フランスのニースなど７カ所の大学構内や専
用道路で行われ、一般人を含めて6万人以上を乗せ
たという実績を残した。
　このシティモビル2は、前述したようにプログラ
ム自体は2016年で終了した。しかし入れ替わるよ
うに、ここから生まれた2台の無人運転車が独自に
実証実験を開始している。どちらもフランスのベン
チャー企業が製作したイージーマイルEZ10（Fig.9）
とナビヤ・アルマである。
　どちらも箱型の電気自動車で、ステアリングやペ
ダルを持たない無人運転車両である。操作系をなく
したことで車体前後の区別をなくし、鉄道車両のよ
うに、前後どちらにも進めるようにしたことが自動
車としては画期的である。
　EZ10を例に取ると、外寸は全長4m弱、全幅約
2m、全高3m弱で、立方体に近い。乗車定員は12
名で、着席6名、立ち席6名となっている。片側側
面に大きな電動両開きドアがあり、下にはやはり電
動でせり出すスロープが格納され、車いすやベビー
カー利用者のアクセスを容易にしている。1回の充
電で最高10時間走行が可能であり、最高速度は
40km/hとなっている。
　車両概要で分かるように2台は個人向けに販売は
せず、バスやタクシーなど公共交通としての運用を
前提としている。スイスのシオンという都市では旧
市街の移動用でアルマが走行中であり、わが国では
DeNA（ディー・エヌ・エー）がEZ10、ソフトバンク・
グループがアルマを輸入して、各地で実証実験を続
けている。

　このように自動運転の流れは、乗用車に限ってい
えばGoogleを取り込んだ自動車メーカー系と、欧
州のプログラムを源流とするITベンチャー系に大
別することができる。前者は高速道路での自動化が
主体で、一般向けに販売を目論んでおり、後者は都
市内の無人運転を想定し、公共交通としての提供が
前提という違いもある。
　自動化が進むと、一部のユーザーは所有に興味が
なくなるという予想もある。これを見据えて、所有
者と利用者を結び付けるスマートフォンのアプリを
提供するUber Technologies（ウーバー）などのラ
イドシェア企業は、将来的にメーカーから自動運転
車の供給を受けての自動化を考えており、すでに幾
つかの提携関係が生まれている。
　しかし現在、自動車メーカーが生産する乗用車の
多くは、都市内でのライドシェアに特化したデザイ
ンであるとは言い難い。EZ10やアルマなど新興企
業が開発した無人運転車の方が都市との親和性が高
い造形であることは、多くの人々が認めるところだ
ろう。
　デザインやメカニズムの個性で顧客の心をつか
み、多くの車両を販売して利益を上げるという従来
の自動車メーカーのビジネススタイルでは、回答を
導き出すことは難しい。都市に寄り添う車づくりが
必要となってくるだろう。
　その点で2018年1月、米国ラスベガスで開催され
たCES（家電見本市）でトヨタが発表したモビリ
ティサービス専用EV、e-Palette Concept（イーパ
レット・コンセプト／Fig.10）は、自動車メーカー
が本気で都市を見据えて開発した車両として特筆で
きる11）。
　車体はEZ10やアルマに似た箱型で、ステアリン



　自動車が数ある工業製品の中でここまで普及した
のは、個人が好みのデザインやメカニズムを選び、
いつでもどこでも移動していけるという自由さに
あったと認識している。だから、カーデザインにつ
いても機能的側面のみならず、ユーザーが買いたい
と思える嗜好的側面が重視された。
　代表格が1950年代の米国車である。いわゆる自
動車先進国の中で、第2次世界大戦の国土被害が皆
無に近かった米国の自動車は、毎年のように車体が
大きく、クロームメッキなどを用いた装飾が派手に
なり、ついには飛行機の尾翼を思わせるテールフィ
ンを車体後部に装着するという状況だった。
　しかし1960年代になると、先進国で排出ガスに

よる大気汚染が問題となり始め、1970年には衝突
安全性能が重視されるようになる。続いてオイル
ショックも勃発した。
　それまで自由闊達なデザインとメカニズムで愛好
家を増やし続けてきた自動車は一転して、大気汚染
や交通事故、燃料消費率といった異なるベクトルで
の進化を余儀なくされるようになった。本稿では、
これ以降の自動車のデザイン面の変遷について、社
会や都市との関わりを交えながら紹介していく。

　社会性を意識した自動車はまず、欧州で生まれた。
米国とは違い、多くの国が第2次世界大戦の戦場と
なったために甚大な被害を被っており、その後も中
東戦争によって石油の供給が制限されるなど、何度
も試練が訪れていた。
　第2次世界大戦中には、いくつかのメーカーが戦
後の混乱を予想して安価な小型車の開発を進め、終
戦直後に世に送り出した。

グやペダルを持たない無人運転車であることも共通
する。ただし、e-Palette Conceptは個人の移動、公
共交通、物流のすべてに対応するとしており、情報
通信技術を駆使して移動中にさまざまなサービスを
提供し、新たなモビリティサービスの創出に貢献す
ることを想定している。
　さらにトヨタは、この車両を用いてモビリティ
サービスプラットフォームの構築を推進しようとし
ており、すでに初期パートナーとしてAmazon.com、
Pizza Hut、Uber Technologiesなどに参加してもら
うことも発表している。
　e-Palette Conceptについてトヨタは、2020年代
前半には米国などでサービス実証を目指すととも
に、2020年には一部機能を搭載した車両で東京オ
リンピック・パラリンピックのモビリティにも活用
するとしている。このコンセプトを軌道に乗せるこ
とが、明日のカーデザインの具現化につながるだ
ろう。
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　フランスのシトロエン2 CV、英国モーリス・マ
イナー、スウェーデンのボルボPV444などが代表
格となる。アドルフ・ヒトラーの指揮のもと、戦前
のうちに開発が終了していたドイツ（当時は西ドイ
ツ）のフォルクスワーゲン・ビートルも、結果的に
は同じタイミングで市販に移された。
　さらに、スエズ動乱（第2次中東戦争）が契機と
なったオイルショックでは、1959年に英国BMC

（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）
のMINI（Fig.1）が生まれた１）。
　車体前部に縦置きにして後輪を駆動していたエン
ジンを横向きにして前輪を駆動。サスペンションは
金属バネからラバーに換え、15インチが標準だっ
たホイール／タイヤは一気に10インチまで小型化
するなど、随所に画期的な設計が盛り込まれた。
　前衛的な設計でありながら、MINIが多くの人に
受け入れられたのは、全長約3mながら大人4人が
乗れ、国際ラリーでドイツの高性能スポーツカー、
ポルシェを破って優勝するほどの走行性能の高さを
秘めていたことが大きい。大衆車でありながらクラ
スレスであったことから、実際、富裕層がセカンド
カーとして乗ることも多く、老若男女を問わず受け
入れられ、2000年まで製造されるロングセラーに
なった。
　1970年代に入ると、自動車はさらに社会への適
応が求められるようになる。米国などで排出ガス規
制が始まり、数年後に勃発したオイルショックが後
押しとなって、経済的な小型車に注目が集まるよう
になる。
　この時期に誕生したのは、日本の本田技研工業

（ホンダ）が発表したシビック、フランスのルノー
5（サンク）、フォルクスワーゲンのゴルフなどで、
いずれもMINIと同じ前輪駆動2ボックススタイル
だった。他社もこのカテゴリーに次々に参入し、こ

れが小型車の定型になった。社会の要求に合わせて
生まれたカーデザインが、社会の主役になったので
ある。
　この時期にはもう一つの社会的な要求として、交
通事故死者の増加に対処すべく衝突安全基準の強化
も実施された。特に厳しかったのは米国であり、時
速5マイル以下ではボディに損傷を与えてはならな
いという通称5マイルバンパーの装着が義務付けら
れた。
　これに対して自動車メーカーは、当初は既存の車
体の前後に無骨なバンパーを備えていたが、まもな
くバンパー全体を樹脂で覆い、車体との一体感を強
めたデザインが目立ち始めた。現在、多くの乗用車
がボディとバンパーの境目のない造形となっている
が、これは安全基準強化がきっかけだったのである。

　1980年代になると、排出ガス規制や衝突安全規
制の強化が一段落したこともあり、乗用車は再び速
さや美しさといった自動車が根源的に持ち合わせて
いた魅力を前面に押し出すようになる。しかしそれ
も束の間、1990年代には再び二つの課題に直面す
ることになった。
　一つは地球温暖化である。1992年に開催された
地球サミット（国連環境開発会議）や京都議定書が
採択された5年後のCOP3（第3回気候変動枠組条
約締約国会議）などが契機となり、世界中で話題に
なり始めた。
　自動車の排気ガスは、有害ガスの排出量について
は排出ガス規制によって一定レベルに抑えられた
が、内燃機関である以上、温室効果ガスの主役的存
在である二酸化炭素の排出は避けられず、一部の新
興国で爆発的に自動車の台数が増えつつあったこと
もあり、自動車メーカーにも対策が求められること
となった。
　もう一つは都市への人口集中である。国連の統計
によれば、1950年には30%だった都市部の人口の
割合は、2010年には54%にまで高まったという２）。
この過程で当然ながら、都市部への自動車の流入も
問題になった。特に急成長を遂げた新興国の都市は、
慢性的な渋滞に悩まされることになった。
　こうした時代背景を受けて、ドイツのダイムラー

（当時の社名はダイムラー・ベンツ）が送り出した
のがSmart（Fig.2）だった３）。
　Smartの原案は時計会社のスウォッチが企画し

た。スウォッチのようにカジュアルなテイストのシ
ティコミューターを考えた。自動車メーカー以外か
らの発想という点もまた斬新だった。
　同社は当初、フォルクスワーゲンに話を持ちかけ
たが、同社はすでにシティコミューターの開発を進
めており、同じドイツのダイムラーと手を結ぶこと
になった。1994年に両社はMCC（マイクロ・カー・
カンパニー）という合弁企業を設立すると、4年後
にスウォッチ（Swatch）とメルセデス（Mercedes）
の頭文字にアート（Art）を組み合わせたSmartと
いう車名で発売した。
　車体の長さは約2.5mと、現在の軽自動車より1m
近く短く、乗車定員は2名だった。強固なスティー
ル製フレームにカラフルな樹脂製パネルを装着した
デザインは、卵形のフォルムともども新鮮な印象を
与えた。
　Smartのような車種がこれまで存在しなかったわ
けではない。第2次世界大戦直後と1970年代のオイ
ルショックの時期には、簡潔な2人乗り車体にス
クーター用小排気量エンジンを組み合わせたクワド
リシクル（四輪自転車を意味する仏語）と呼ばれる
車種が存在していた。主として郊外にある小都市の
高齢者向け移動手段として提供されてきた。
　一方のSmartは、軽自動車と同等のエンジンを搭
載しており、高速道路の巡航も可能だった。そのた
めクワドリシクルのカテゴリーには属さず、新しい
時代のシティコミューターとして認識された。
　しかし、Smartは売れなかった。そのためスウォッ
チは次第に資本を引き上げ、2000年に完全に撤退
した。2人しか乗れない割に高価だったこと、クワ
ドリシクルのような免許面の恩恵が受けられなかっ
たこともあるが、ダイムラーが画策した駐車場やレン
タカーなどの優遇措置が進まなかったこともあった。
　最後に紹介した優遇措置は、車体の小ささ故、駐

車空間が節約できる分、料金を割り引いたり、多人
数乗車や遠距離旅行をする際に他車を割安で借りら
れたりできるという内容だった。
　本気でSmartを都市内のモビリティツールとして
浸透させるなら、公共交通の導入と同じように、事
前に競合他社を含めて入念な説明が必要とされると
ころだが、ダイムラーの手段はやや強引だったようだ。
　その後もSmartは、二度のモデルチェンジを経験
しながら生産を続けているが、現行型ではルノーと
の共同開発生産となり、販売台数が稼げる4ドア4
人乗り仕様を加えるなど、当初の思想はかなり薄
まっている。
　Smartの登場と同じ時期には、日本のトヨタ自動
車からe-com（イーコム）、日産自動車からハイパー
ミニ、そして、ホンダからICVSシティパルと似た
車両が発表された。いずれも電気自動車で市街地走
行に専念しており、ITS技術を融合したカーシェア
リングの実証実験も行うなど、Smartより一歩踏み
込んだ内容になっていた。しかし、3台とも量産化
には至らず、まもなくプロジェクトは終了している。

　より現実的な意味での環境対応車として1997年
に登場したのが、世界初の市販ハイブリッド車であ
るトヨタのプリウスである。ガソリンエンジンと電
気モーターを結合し、バッテリーやインバーターを
搭載することで、市街地走行での環境性能を飛躍的
に高めた。世界各地で受け入れられ、その後の環境
対応自動車のベンチマークになったことは、多くの
人が認めるところである。
　プリウスはデザインも革新的だった。エクステリ
アは環境性能を高めるべく空気抵抗の少ない形状と
しており、その後のプリウスの伝統となった。イン
テリアでは液晶表示のセンターメーターとその下の
マルチディスプレイが斬新で、他の多くの車種に影
響を与えた。
　続いて電気自動車の量産車が登場する。我が国で
は2009年に三菱自動車工業のi-MiEV（アイミーブ）、
翌年、日産からリーフが発売された。海外では
2012年に米国テスラのモデルS（Fig.3）、次の年に
ドイツBMWのi3が登場した。
　このうちi-MiEVは既存の軽自動車の車体を流用
しており、リーフはデザインこそ独自であるものの、
プラットフォームは同クラスのガソリン車と同一で
ある。モデルSとi3は専用設計だが、モデルSはあ

えて既存の乗用車に近いフォルムとして人気を博し
たのに対し、個性的な造形を採用したi3は販売が低
迷している。
　Smartも直面したことだが、乗用車の購入層は予
想以上に保守的である。新しい技術については長所
より先に欠点を気に懸け、デザインについても大胆
すぎる造形は避ける傾向にある。これが電気自動車
にも当てはまった。
　電気自動車はエンジンやトランスミッションが不
要で、モーターはエンジンよりはるかに小型である
ことから、既存の自動車と全く異なるデザインが可
能になるといわれた。しかし、事前の予想ほど販売
台数が伸びなかったこともあり、ガソリン車と同じ
車体にモーターを積むという保守的なデザインが一
般的になっていく。
　その中で独自の魅力を打ち出したのがテスラだっ
た。同クラスのガソリン車が持つ高級感や躍動感を
強調するような線や光り物の演出は皆無に近く、車
内はスイッチを極力排した代わりに巨大な縦長の
ディスプレイを配しており、多くの機能をここでコ
ントロールし、自動運転につながる先進技術の追加
は、ソフトウェアのバージョンアップで対応すると
いうIT流の考えに則っていた。
　この後、自動車業界ではコネクテッドカー、つま
り情報通信技術を駆使した「つながる車」がトレン
ドになっていくが、テスラ・モデルSのディスプレ
イはその流れをいち早く取り込んでいた。

　21世紀になってもう一つ注目を集めた自動車関
連の動きにカーシェアリングがある。カーシェアリ
ングは1980年代にスイスで生まれたといわれ、
1990年代には北米でも展開が始まったが、本格的
な展開は2000年以降で、わが国最大手であるパー

ク24グループのタイムズカープラスは、2005年に
前身の会社がサービスを始めている。
　レンタカーと違い、貸出返却場所が無人であるこ
とが多いカーシェアリングは、ICTの普及によって
展開が可能になったサービスである。都市内に滞在
している車両の台数を削減し、無駄な空間となるこ
とが多い駐車場を有益な空間に置き換えるという主
目的を含め、社会との関わりが強いサービスといえ
る。しかし、車両については長い間、既存の乗用車
を用いるのが一般的だった。
　この点で一線を画したのが、2008年にスタート
したダイムラーのcar2go（カーツーゴー）で、車
両にはシティコミューターとして生まれたSmartを
起用した。販売にこだわってきたダイムラーが、よ
うやくSmartのキャラクターにふさわしいシェアに
目を向けた。
　特定のステーションを持たず、都市内の駐車場に
ある車両を利用者がスマートフォンなどで探して利
用し、返却も任意の駐車場にて行うというフリーフ
ローティング方式も、他の多くのカーシェアリング
とは異なる特筆できる点だった。Car2goの方針は
広く受け入れられ、現在では8カ国25都市で展開さ
れるまでになっている４）。
　2011年にフランスの首都パリでサービスを開始
したAutolib’（オートリブ／Fig.4）にも触れておく。
こちらは専用設計の4人乗り電気自動車を使ってお
り、登録作業を行う半円形の施設をはじめ、インフ
ラを含めたトータルデザインがなされていた。鉄道
など既存の公共交通に近い考えが導入されたのであ
る。借りた場所と異なる場所に返却できるワンウェ
イ方式を取り入れ、利便性を高めていた点も特徴
だった。
　当初から250カ所／250台という大規模体制でス
タートしたことが功を奏して、利用者は順調に増え
ており、5年後の2016年末には、周辺の100市町村
で約4,000台が稼働。共通の車両とインフラを使っ
たサービスは同じフランスのリヨンとボルドー、米
国インディアナポリス、英国ロンドンなどにも展開
している５）。

　6-1　ロンドンとニューヨークのタクシー車両
　この時期、カーシェアリングと同じように乗用車
を用いた公共交通であるタクシーにも変化が起きて
いる。
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進む都市化と変わるカーデザイン

　バスやトラックが当初から社会とのつながりの中
で進化してきたが故に、流行に左右されない機能重
視の発展を遂げてきたのとは対照的に、タクシーは
長きにわたり、多くの都市が既存の乗用車を使用し
てきた。
　数少ない例外の一つが英国の首都ロンドンで、第
2次世界大戦前から現在に至るまで専用車両を用い
ている。一般的な乗用車に比べると背が高く、乗り
降りが楽であり、客室は折り畳みの補助席を用意す
るほど広大だった。ハンドル切れ角を大きくするな
ど、設計面でも工夫が凝らされていた。
　メガシティともなれば、タクシーの台数もかなり
多くなる。だからこそ都市景観の一部としてデザイ
ンやカラーへの配慮が求められる。ロンドンはあ
る意味で、一歩先を行っていたといえるかもしれ
ない。
　ロンドンのような専用車両の提案が過去になかっ
たわけではない。例えば、1976年にMoMA（ニュー
ヨーク近代美術館）が企画した次世代タクシーの展
示会では、カーデザイン界の巨匠といわれるイタリ
アのジョルジェット・ジウジアーロ氏が短く背の高
い箱型のタクシーを披露し話題になった。しかし、
量産化には至っていない。
　ところが21世紀になると、同じニューヨークの
タクシー＆リムジン委員会が2007年、次世代タク
シー車両のコンペを行うと発表し、2年後に募集を
開始した。最終選考には地元のフォード、わが国の
日産、トルコのカルサンの3社が残り、市民などに
よる投票の結果、選ばれたのは日産NV200だった。
　NV200は、日本ではNV200バネットの名前で
2009年に発売された小型商用車であり、タクシー
専用設計ではない。しかし、車いす利用者への対応、
電気自動車の設定（日本ではe-NV200として販売）
などが評価され、10年間独占契約を勝ち取った。

　その後、現地の一部タクシー業界団体が反発して
裁判にもなったが、2015年に米最高裁判所が独占
供給を認める判決を出し、導入が始まっている。な
お日本では、2010年からNV200バネットタクシー
として販売を開始しており、すでに各都市でその姿
を見かけることは多い。また、NV200はロンドン
でも、次期タクシー車両の1台として導入が決まっ
ている。
　6-2　2020年を目指したJPN TAXI 
　このままNV200がメガシティのタクシー標準車
になるのかと思われた中、日本ではもう一つの流れ
が生まれた。2013年の東京モーターショーにトヨ
タが試作車を公開し、4年後の昨年発売したJPN 
TAXI（ジャパンタクシー／Fig.5）である。こちらは、
他の乗用車や商用車の設計流用ではない完全な新型
車となった６）。
　トヨタは2015年、東京を含む2024年までの五輪・
パラリンピックの最高位スポンサー（ワールドワイ
ドパートナー）契約をIOC（国際オリンピック委員
会）、IPC（国際パラリンピック委員会）と結んだ。
日本企業で両方のワールドワイドパートナーとなっ
ているのは、同社とパナソニックのみである。
　この契約を結んだことにより、トヨタは乗用車
や商用車など、さまざまなモビリティ（乗り物）
を公共交通などに提供し、世界的なスポーツの祭
典を通じてアピールする機会を得た。同社はすで
に水素をエネルギー源とする燃料電池動力の路線
バスを開発し、東京都内で運行を開始している。
JPN TAXIも、この一環でプロジェクトが進んだ
ものと想像される。
　トヨタは、これまでもコンフォート（上級車種ク
ラウンコンフォートを含む）というタクシー専用車
を販売してきた。JPN TAXIはこれらの後継車であ
り、22年ぶりのモデルチェンジとなる。

Fig.4　オートリブ

Fig.5　JPN TAXI（トヨタ）

　しかし、デザインは3ボックスの4ドアセダンで
背もさほど高くなかったコンフォートとは対照的
に、ミニバン並みに背が高いハッチバックとなった。
ロンドンタクシーを思わせるフォルムであり、近似
性を指摘する声もある。
　ロンドンタクシーやコンフォートが後輪駆動なの
に対し、JPN TAXIは前輪駆動であり、床はかなり
低い。客室ドアをスライド式としている点も異なる。
水平基調のフロントデザインも、丸型ヘッドランプ
を基調としたロンドンタクシーとは一線を画してお
り、日本らしさを醸し出している。
　ちなみに乗客が座る後席は座面を跳ね上げ、助手
席は折り畳みが可能で、スライドドアから車いすの
まま乗車できることもアピールポイントとなってい
る。パラリンピックを念頭に置いた設計といえるか
もしれない。
　深藍（こいあい）と呼ばれる黒に近い紺色の車体
色をイメージカラーとした点も特徴である。
　トヨタは2020年までに東京で1万台のJPN TAXI
を走らせることを目標としている。これは現在、東
京を走るタクシーの5分の1にあたる。独特のデザ
インということもあり、都市景観を左右する存在に
なることが予想される。それが現在のタクシーのよ
うに派手な原色をまとうと、景観に悪影響を及ぼす
恐れがある。
　タクシーを含めた公共交通は、利用者にとって分
かりやすく、かつ都市景観を乱さないデザインであ
ることが重要だと考えている。独特の姿でありなが
ら、黒塗りのロンドンのタクシーは好例といえる。
JPN TAXIが景観に配慮して深藍を選んだ見識は評
価したい。
　環境対策としては、わが国のタクシー業界で多用
されるLPGを燃料としたハイブリッドシステムの
採用が目新しい。通常のガソリンエンジンを積む
NV200タクシー、ディーゼルエンジンを搭載する
ロンドンタクシーと比較した場合のアドバンテージ
になる。
　NV200には電気自動車仕様も存在するが、現状
の電気自動車は充電に時間がかかり、満充電での航
続距離も限られる。自家用車に比べて走行距離が多
いタクシーの用途に適しているとは言い切れない部
分もある。燃料電池自動車ではこの問題は解消する
が、こちらはエネルギー源となる水素の充填ステー
ションが数えるほどしかなく、インフラとしては不
十分である。

　こうした状況を考えると、2020年を想定して
LPGハイブリッドを選択したのは賢明な判断に思
える。
　すでに東京では、JPN TAXIを見かける機会は珍
しくなくなった。タクシー会社に聞いた話では、JPN 
TAXIは運転手・乗客ともに評判は高く、車両価格
は従来より高価ではあるが、積極的に導入していき
たいとのことだった。
　現在、日本を走るタクシーの8割を占めるコン
フォートは生産を終了しており、JPN TAXIの切り
替えが順調に進めば、2020年までに東京で1万台と
いう数字は達成できるのではないかと予想してい
る。深藍のままでの増備が進めば、日本人のタクシー
に対するイメージは良い方向に変わるだろう。

　この時期、日本では軽自動車よりさらに小さな超
小型モビリティと呼ばれる企画に注目が集まり、
2012年には国土交通省が軽自動車規格をベースに
した超小型モビリティ認定制度を制定した３）。
　地球環境問題に乗用車が大きな影響を与えている
理由の一つに、1台あたりの乗車人数が少ない非効
率性がある。日本では乗用車の平均輸送人数は約
1.3人と、乗車定員を大きく下回っている。にもか
かわらず、軽自動車を含めて車体寸法は大型化が止
まらない。
　加えて我が国では、地方の過疎化と高齢化も問題
になり始めた。過疎化によって公共交通の維持が難
しい地域が増え、住民自らステアリングを握っての
移動が日常的となったが、こうした地域は高齢化も
進んでおり、認知症などによって運転機能が低下し
た高齢者によるペダル踏み間違い暴走事故や高速道
路での逆走事故などが目立つようになってきた。
　こうした状況を鑑みて、欧州のクワドリシクルの
日本版という位置付けで、超小型モビリティ認定制
度がつくられたのである。
　認定制度の誕生に合わせ、いくつかのベンチャー
企業が対応したほか、日産は2010年に、アライア
ンスを組むルノーと共同でニュー・モビリティ・コ
ンセプトを発表し、翌年には、ホンダもMC-βと呼
ばれることになる新型車を公開した。
　トヨタでは、グループ内のトヨタ車体が2000年
から原動機付四輪自転車登録のコムスを販売してお
り、2012年にはモデルチェンジを行った。さらに
トヨタ自動車でも、2013年に車体を傾けて曲がる

ことで安定した走りを実現したi-ROAD（アイロー
ド／Fig.6）を発表している。
　このうちコムスは１人乗り、残りはすべて2人乗
りであるが、いずれも一般的な乗用車のような横2
人掛けではなく、二輪車に近い前後方向の2人乗り
となっていた。全幅を狭めることで乗用車1台分の
駐車スペースに最大で4台駐車することを可能と
し、都市内の占有率を小さくすることを目的として
いた。
　将来的には認定制度ではなく、独自の規格制定が
期待された。しかしその後、カテゴリー制定に向け
た動きは停滞してしまう。実証実験はその後も各地
で行われたが、新型車の登場も控えめになってし
まった。
　理由はいろいろ考えられるが、軽自動車に慣れた
人々にとっては、冷暖房がないなど、快適性で劣る
超小型モビリティにわざわざ乗るという気持ちにな
らなかったことはあるだろう。また、車両を準備す
る自治体などにとっては、少量生産ゆえに車両価格
が軽自動車とさほど変わらないことも、普及の足か
せになったと予想できる。
　そしてもう一つ、過疎地の高齢者の移動手段とし
て新しい技術が提案されたことも大きい。その技術
とは自動運転である７）。

　8-1　Google参入の衝撃
　自動運転がここまで注目されるようになったきっ
かけは、米国のIT企業Google（グーグル）が2010
年に自動運転を開発中と発表したことが大きい８）。
ただし背景を見ると、Google自体が以前から自動
運転の研究を行っていたわけではなく、この分野に
精通した技術者がGoogleで開発を始めたという表
現の方が正しい。

　自動運転の歴史の流れを辿っていくと、米国で
2004年から3回行われた国防高等研究計画局

（DARPA）による自動運転車レースに行き着く９）。
DARPAは先進技術を使ったさまざまなチャレンジ
イベントを行っており、近年はロボットを対象にし
た競技が、2012年から4回開催された。
　組織の名称の中に国防と入っていることで分かる
ように、同レースには自動運転を軍事利用しようと
いう目的も一部あったようである。ただし参加者は、
陸海空軍や軍需産業の関係者ではなく、大学や民間
企業の研究室が母体となっていた。
　2004年に開催された最初のレースではゴールま
で到達した車両がおらず、翌年のレースでは、首位
で完走したスタンフォード大学が初の優勝者となっ
た。このときのチームリーダーがその後、グーグル
の自動運転プロジェクトの開発の中心人物になった
のである。
　彼は、自動車事故の多くは人為的ミスが原因であ
ることを各種統計結果によって導き出しており、人
工知能（AI）の進化によって人間を超える安全運
転が可能であると説いた。
　Googleは2005年から地図情報の提供を始めてい
る。このGoogleマップは高度なセンサーを車両の
ルーフに取り付け、走りながら計測を行うことで
データを取得。このデータを元に地図を作成して
いった。同社ではこの経験から、地図をクルマに読
み込ませ、センサーを使えば、自動でクルマを走ら
せ交通事故を減らせるのではないかと考えたようで
ある。
　当初のGoogleの自動運転車両は、トヨタ・プリ
ウスなど既存の車両を流用しており、地図情報取得
用車両と同じように車体の屋根にやぐらを組み、各
種センサーを載せた無骨な外見だった。しかし、
2014年になると一転、同社は完全自社開発の自動
運転車をセルフドライビングカー（Fig.7）の名と
ともに公開した。
　そのデザインは既存の多くの自動車とは違ってい
た。頭上にセンサーを載せた小柄な車体は卵形で、
ヘッドランプとセンサーからなる前面は子供の顔の
ように穏やかだった。走りのイメージを前面に押し
出すべく攻撃的な顔と姿を持つことが主流になりつ
つあった既存の乗用車とは、明らかに違う方向を目
指していた。
　2人乗りの車内にはハンドルもペダルもなく、当
初から完全自動運転を狙っていることが伺えた。グ

ループ内の動画公開サイトYouTube（ユーチュー
ブ）で映像を公開するというお披露目の仕方も、モー
ターショー会場やホテルなどで実車をお披露目する
ことが多い既存の新型車とは一線を画していた。
　特筆すべきは、このYouTubeでセルフドライビ
ングカーに乗るのが目の不自由な方や子供など、自
分では運転するのが難しい、いわゆる交通弱者に当
たる人々だったことである。
　既存の乗用車は個人が買って乗るというスタイル
から、貧富の差によって快適装備のみならず、安全
装備にも格差が生じていた。一方のGoogleは、Google
マップをはじめ、多くのサービスを無料で提供して
おり、社会インフラに近いスタンスを取っていた。
セルフドライビングカーも同様の立場にあり、単な
るビジネスを超えて、社会問題解決のためのツー
ルとして自動運転を送り出そうとしていることが
伺えた。
　8-2　自動車メーカーの自動運転対応
　自動車メーカーはGoogleが自動運転の話題を出
す前から、自動運転の研究開発を行っていた。その
一つがASV（アドバンスト・セーフティー・ビー
クル／先進安全自動車）で、日本では1991年に
ASV推進検討会が設置され、現在も検討が進めら
れている。
　ただし、その基本理念はGoogleのような完全自
動運転ではない。ASVでは基本理念としてドライ
バー支援の原則、ドライバー受容性の確保、社会受
容性の確保の3点を挙げており、あくまでドライ
バーが主体的に責任を持って運転するという前提に
立っている。現在の表現では運転支援システムに
近い。
　自動車の魅力の一つとして、自分の意志で自由に
移動できることがあり、自己否定になるような完全
自動運転は表に出さないという空気があった。しか

し、Googleが自動運転を研究開発中とアナウンス
すると、幾つかの自動車メーカーも自動運転をア
ピールするようになっていく。
　2011年に東京ビッグサイトで行われた第42回東
京モーターショーでは、トヨタ、日産、ホンダなど
が自動運転のコンセプトカーを出展し、デモ走行も
披露した。その後のメディア向けイベントなどで、
研究開発中の自動運転車両が披露された（Fig.8）。
　しかしながら、自動車メーカーの自動運転は、上
記のような経緯を辿ってきたこともあり、自動運転
を安全装備や快適装備の一つとして位置付けること
が多く、交通弱者を含めたすべての人に安全快適な
移動を提供したいというGoogleとは異なる考え方
だった。
　既存の自動車をベースにAIを搭載し、センサー
類を取り付け、車内は必要に応じてステアリングが
自動的に格納されるというデザインも、これまでの
自動車の歴史の延長線上に自動運転を置くという考
え方を反映していた。
　この時期、一部のメディアは自動車メーカーと
Googleを対立軸に置き、煽るような動きも見受け
られたが、上に記したように両者の自動運転に対す
るスタンスはかなり異なっていた。
　し か し な が ら、そ の 後Googleは、2015年 に
Alphabet（アルファベット）という名前の持ち株
会社を設立すると、翌年、自動運転部門を新会社
Waymo（ウェイモ）に移行。前後して米国FCA（フィ
アット・クライスラー）やわが国のホンダなどと提
携を結び、共同で自動運転を開発していくと表明し
た。2017年にはセルフドライビングカーの開発終
了も発表している。
　8-3　公共交通のための無人運転車
　これによって自動運転の進化は一元化されたと判

断した人もいたが、同じ頃、欧州では、これとは異
なる自動運転の流れが少しずつ進行しつつあった。
欧州連合（EU）の助成型研究開発フレームワーク
プログラムの一つとして、2012年から4年間続けら
れたシティモビル2である10）。
　このプログラムは、2006年から6年間実施された
シティモビル1の後を受けて進められた。シティモ
ビル1では、空港内など限定された区域での無人運
転実験を行い、英国ロンドンのヒースロー空港など
で実用化に漕ぎ着けた。シティモビル2では、これ
を公道上での公共交通として導入するためのプロ
ジェクトが進められた。
　欧州内の45の企業・自治体・大学などがこのプ
ロジェクトに参加しており、総費用は約1,581万ユー
ロ。うち950万ユーロがEU助成金だった。実証実
験はスイスのローザンヌ、フィンランドのヴァン
ター、フランスのニースなど７カ所の大学構内や専
用道路で行われ、一般人を含めて6万人以上を乗せ
たという実績を残した。
　このシティモビル2は、前述したようにプログラ
ム自体は2016年で終了した。しかし入れ替わるよ
うに、ここから生まれた2台の無人運転車が独自に
実証実験を開始している。どちらもフランスのベン
チャー企業が製作したイージーマイルEZ10（Fig.9）
とナビヤ・アルマである。
　どちらも箱型の電気自動車で、ステアリングやペ
ダルを持たない無人運転車両である。操作系をなく
したことで車体前後の区別をなくし、鉄道車両のよ
うに、前後どちらにも進めるようにしたことが自動
車としては画期的である。
　EZ10を例に取ると、外寸は全長4m弱、全幅約
2m、全高3m弱で、立方体に近い。乗車定員は12
名で、着席6名、立ち席6名となっている。片側側
面に大きな電動両開きドアがあり、下にはやはり電
動でせり出すスロープが格納され、車いすやベビー
カー利用者のアクセスを容易にしている。1回の充
電で最高10時間走行が可能であり、最高速度は
40km/hとなっている。
　車両概要で分かるように2台は個人向けに販売は
せず、バスやタクシーなど公共交通としての運用を
前提としている。スイスのシオンという都市では旧
市街の移動用でアルマが走行中であり、わが国では
DeNA（ディー・エヌ・エー）がEZ10、ソフトバンク・
グループがアルマを輸入して、各地で実証実験を続
けている。

　このように自動運転の流れは、乗用車に限ってい
えばGoogleを取り込んだ自動車メーカー系と、欧
州のプログラムを源流とするITベンチャー系に大
別することができる。前者は高速道路での自動化が
主体で、一般向けに販売を目論んでおり、後者は都
市内の無人運転を想定し、公共交通としての提供が
前提という違いもある。
　自動化が進むと、一部のユーザーは所有に興味が
なくなるという予想もある。これを見据えて、所有
者と利用者を結び付けるスマートフォンのアプリを
提供するUber Technologies（ウーバー）などのラ
イドシェア企業は、将来的にメーカーから自動運転
車の供給を受けての自動化を考えており、すでに幾
つかの提携関係が生まれている。
　しかし現在、自動車メーカーが生産する乗用車の
多くは、都市内でのライドシェアに特化したデザイ
ンであるとは言い難い。EZ10やアルマなど新興企
業が開発した無人運転車の方が都市との親和性が高
い造形であることは、多くの人々が認めるところだ
ろう。
　デザインやメカニズムの個性で顧客の心をつか
み、多くの車両を販売して利益を上げるという従来
の自動車メーカーのビジネススタイルでは、回答を
導き出すことは難しい。都市に寄り添う車づくりが
必要となってくるだろう。
　その点で2018年1月、米国ラスベガスで開催され
たCES（家電見本市）でトヨタが発表したモビリ
ティサービス専用EV、e-Palette Concept（イーパ
レット・コンセプト／Fig.10）は、自動車メーカー
が本気で都市を見据えて開発した車両として特筆で
きる11）。
　車体はEZ10やアルマに似た箱型で、ステアリン



　自動車が数ある工業製品の中でここまで普及した
のは、個人が好みのデザインやメカニズムを選び、
いつでもどこでも移動していけるという自由さに
あったと認識している。だから、カーデザインにつ
いても機能的側面のみならず、ユーザーが買いたい
と思える嗜好的側面が重視された。
　代表格が1950年代の米国車である。いわゆる自
動車先進国の中で、第2次世界大戦の国土被害が皆
無に近かった米国の自動車は、毎年のように車体が
大きく、クロームメッキなどを用いた装飾が派手に
なり、ついには飛行機の尾翼を思わせるテールフィ
ンを車体後部に装着するという状況だった。
　しかし1960年代になると、先進国で排出ガスに

よる大気汚染が問題となり始め、1970年には衝突
安全性能が重視されるようになる。続いてオイル
ショックも勃発した。
　それまで自由闊達なデザインとメカニズムで愛好
家を増やし続けてきた自動車は一転して、大気汚染
や交通事故、燃料消費率といった異なるベクトルで
の進化を余儀なくされるようになった。本稿では、
これ以降の自動車のデザイン面の変遷について、社
会や都市との関わりを交えながら紹介していく。

　社会性を意識した自動車はまず、欧州で生まれた。
米国とは違い、多くの国が第2次世界大戦の戦場と
なったために甚大な被害を被っており、その後も中
東戦争によって石油の供給が制限されるなど、何度
も試練が訪れていた。
　第2次世界大戦中には、いくつかのメーカーが戦
後の混乱を予想して安価な小型車の開発を進め、終
戦直後に世に送り出した。

グやペダルを持たない無人運転車であることも共通
する。ただし、e-Palette Conceptは個人の移動、公
共交通、物流のすべてに対応するとしており、情報
通信技術を駆使して移動中にさまざまなサービスを
提供し、新たなモビリティサービスの創出に貢献す
ることを想定している。
　さらにトヨタは、この車両を用いてモビリティ
サービスプラットフォームの構築を推進しようとし
ており、すでに初期パートナーとしてAmazon.com、
Pizza Hut、Uber Technologiesなどに参加してもら
うことも発表している。
　e-Palette Conceptについてトヨタは、2020年代
前半には米国などでサービス実証を目指すととも
に、2020年には一部機能を搭載した車両で東京オ
リンピック・パラリンピックのモビリティにも活用
するとしている。このコンセプトを軌道に乗せるこ
とが、明日のカーデザインの具現化につながるだ
ろう。
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　フランスのシトロエン2 CV、英国モーリス・マ
イナー、スウェーデンのボルボPV444などが代表
格となる。アドルフ・ヒトラーの指揮のもと、戦前
のうちに開発が終了していたドイツ（当時は西ドイ
ツ）のフォルクスワーゲン・ビートルも、結果的に
は同じタイミングで市販に移された。
　さらに、スエズ動乱（第2次中東戦争）が契機と
なったオイルショックでは、1959年に英国BMC

（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）
のMINI（Fig.1）が生まれた１）。
　車体前部に縦置きにして後輪を駆動していたエン
ジンを横向きにして前輪を駆動。サスペンションは
金属バネからラバーに換え、15インチが標準だっ
たホイール／タイヤは一気に10インチまで小型化
するなど、随所に画期的な設計が盛り込まれた。
　前衛的な設計でありながら、MINIが多くの人に
受け入れられたのは、全長約3mながら大人4人が
乗れ、国際ラリーでドイツの高性能スポーツカー、
ポルシェを破って優勝するほどの走行性能の高さを
秘めていたことが大きい。大衆車でありながらクラ
スレスであったことから、実際、富裕層がセカンド
カーとして乗ることも多く、老若男女を問わず受け
入れられ、2000年まで製造されるロングセラーに
なった。
　1970年代に入ると、自動車はさらに社会への適
応が求められるようになる。米国などで排出ガス規
制が始まり、数年後に勃発したオイルショックが後
押しとなって、経済的な小型車に注目が集まるよう
になる。
　この時期に誕生したのは、日本の本田技研工業

（ホンダ）が発表したシビック、フランスのルノー
5（サンク）、フォルクスワーゲンのゴルフなどで、
いずれもMINIと同じ前輪駆動2ボックススタイル
だった。他社もこのカテゴリーに次々に参入し、こ

れが小型車の定型になった。社会の要求に合わせて
生まれたカーデザインが、社会の主役になったので
ある。
　この時期にはもう一つの社会的な要求として、交
通事故死者の増加に対処すべく衝突安全基準の強化
も実施された。特に厳しかったのは米国であり、時
速5マイル以下ではボディに損傷を与えてはならな
いという通称5マイルバンパーの装着が義務付けら
れた。
　これに対して自動車メーカーは、当初は既存の車
体の前後に無骨なバンパーを備えていたが、まもな
くバンパー全体を樹脂で覆い、車体との一体感を強
めたデザインが目立ち始めた。現在、多くの乗用車
がボディとバンパーの境目のない造形となっている
が、これは安全基準強化がきっかけだったのである。

　1980年代になると、排出ガス規制や衝突安全規
制の強化が一段落したこともあり、乗用車は再び速
さや美しさといった自動車が根源的に持ち合わせて
いた魅力を前面に押し出すようになる。しかしそれ
も束の間、1990年代には再び二つの課題に直面す
ることになった。
　一つは地球温暖化である。1992年に開催された
地球サミット（国連環境開発会議）や京都議定書が
採択された5年後のCOP3（第3回気候変動枠組条
約締約国会議）などが契機となり、世界中で話題に
なり始めた。
　自動車の排気ガスは、有害ガスの排出量について
は排出ガス規制によって一定レベルに抑えられた
が、内燃機関である以上、温室効果ガスの主役的存
在である二酸化炭素の排出は避けられず、一部の新
興国で爆発的に自動車の台数が増えつつあったこと
もあり、自動車メーカーにも対策が求められること
となった。
　もう一つは都市への人口集中である。国連の統計
によれば、1950年には30%だった都市部の人口の
割合は、2010年には54%にまで高まったという２）。
この過程で当然ながら、都市部への自動車の流入も
問題になった。特に急成長を遂げた新興国の都市は、
慢性的な渋滞に悩まされることになった。
　こうした時代背景を受けて、ドイツのダイムラー

（当時の社名はダイムラー・ベンツ）が送り出した
のがSmart（Fig.2）だった３）。
　Smartの原案は時計会社のスウォッチが企画し

た。スウォッチのようにカジュアルなテイストのシ
ティコミューターを考えた。自動車メーカー以外か
らの発想という点もまた斬新だった。
　同社は当初、フォルクスワーゲンに話を持ちかけ
たが、同社はすでにシティコミューターの開発を進
めており、同じドイツのダイムラーと手を結ぶこと
になった。1994年に両社はMCC（マイクロ・カー・
カンパニー）という合弁企業を設立すると、4年後
にスウォッチ（Swatch）とメルセデス（Mercedes）
の頭文字にアート（Art）を組み合わせたSmartと
いう車名で発売した。
　車体の長さは約2.5mと、現在の軽自動車より1m
近く短く、乗車定員は2名だった。強固なスティー
ル製フレームにカラフルな樹脂製パネルを装着した
デザインは、卵形のフォルムともども新鮮な印象を
与えた。
　Smartのような車種がこれまで存在しなかったわ
けではない。第2次世界大戦直後と1970年代のオイ
ルショックの時期には、簡潔な2人乗り車体にス
クーター用小排気量エンジンを組み合わせたクワド
リシクル（四輪自転車を意味する仏語）と呼ばれる
車種が存在していた。主として郊外にある小都市の
高齢者向け移動手段として提供されてきた。
　一方のSmartは、軽自動車と同等のエンジンを搭
載しており、高速道路の巡航も可能だった。そのた
めクワドリシクルのカテゴリーには属さず、新しい
時代のシティコミューターとして認識された。
　しかし、Smartは売れなかった。そのためスウォッ
チは次第に資本を引き上げ、2000年に完全に撤退
した。2人しか乗れない割に高価だったこと、クワ
ドリシクルのような免許面の恩恵が受けられなかっ
たこともあるが、ダイムラーが画策した駐車場やレン
タカーなどの優遇措置が進まなかったこともあった。
　最後に紹介した優遇措置は、車体の小ささ故、駐

車空間が節約できる分、料金を割り引いたり、多人
数乗車や遠距離旅行をする際に他車を割安で借りら
れたりできるという内容だった。
　本気でSmartを都市内のモビリティツールとして
浸透させるなら、公共交通の導入と同じように、事
前に競合他社を含めて入念な説明が必要とされると
ころだが、ダイムラーの手段はやや強引だったようだ。
　その後もSmartは、二度のモデルチェンジを経験
しながら生産を続けているが、現行型ではルノーと
の共同開発生産となり、販売台数が稼げる4ドア4
人乗り仕様を加えるなど、当初の思想はかなり薄
まっている。
　Smartの登場と同じ時期には、日本のトヨタ自動
車からe-com（イーコム）、日産自動車からハイパー
ミニ、そして、ホンダからICVSシティパルと似た
車両が発表された。いずれも電気自動車で市街地走
行に専念しており、ITS技術を融合したカーシェア
リングの実証実験も行うなど、Smartより一歩踏み
込んだ内容になっていた。しかし、3台とも量産化
には至らず、まもなくプロジェクトは終了している。

　より現実的な意味での環境対応車として1997年
に登場したのが、世界初の市販ハイブリッド車であ
るトヨタのプリウスである。ガソリンエンジンと電
気モーターを結合し、バッテリーやインバーターを
搭載することで、市街地走行での環境性能を飛躍的
に高めた。世界各地で受け入れられ、その後の環境
対応自動車のベンチマークになったことは、多くの
人が認めるところである。
　プリウスはデザインも革新的だった。エクステリ
アは環境性能を高めるべく空気抵抗の少ない形状と
しており、その後のプリウスの伝統となった。イン
テリアでは液晶表示のセンターメーターとその下の
マルチディスプレイが斬新で、他の多くの車種に影
響を与えた。
　続いて電気自動車の量産車が登場する。我が国で
は2009年に三菱自動車工業のi-MiEV（アイミーブ）、
翌年、日産からリーフが発売された。海外では
2012年に米国テスラのモデルS（Fig.3）、次の年に
ドイツBMWのi3が登場した。
　このうちi-MiEVは既存の軽自動車の車体を流用
しており、リーフはデザインこそ独自であるものの、
プラットフォームは同クラスのガソリン車と同一で
ある。モデルSとi3は専用設計だが、モデルSはあ

えて既存の乗用車に近いフォルムとして人気を博し
たのに対し、個性的な造形を採用したi3は販売が低
迷している。
　Smartも直面したことだが、乗用車の購入層は予
想以上に保守的である。新しい技術については長所
より先に欠点を気に懸け、デザインについても大胆
すぎる造形は避ける傾向にある。これが電気自動車
にも当てはまった。
　電気自動車はエンジンやトランスミッションが不
要で、モーターはエンジンよりはるかに小型である
ことから、既存の自動車と全く異なるデザインが可
能になるといわれた。しかし、事前の予想ほど販売
台数が伸びなかったこともあり、ガソリン車と同じ
車体にモーターを積むという保守的なデザインが一
般的になっていく。
　その中で独自の魅力を打ち出したのがテスラだっ
た。同クラスのガソリン車が持つ高級感や躍動感を
強調するような線や光り物の演出は皆無に近く、車
内はスイッチを極力排した代わりに巨大な縦長の
ディスプレイを配しており、多くの機能をここでコ
ントロールし、自動運転につながる先進技術の追加
は、ソフトウェアのバージョンアップで対応すると
いうIT流の考えに則っていた。
　この後、自動車業界ではコネクテッドカー、つま
り情報通信技術を駆使した「つながる車」がトレン
ドになっていくが、テスラ・モデルSのディスプレ
イはその流れをいち早く取り込んでいた。

　21世紀になってもう一つ注目を集めた自動車関
連の動きにカーシェアリングがある。カーシェアリ
ングは1980年代にスイスで生まれたといわれ、
1990年代には北米でも展開が始まったが、本格的
な展開は2000年以降で、わが国最大手であるパー

ク24グループのタイムズカープラスは、2005年に
前身の会社がサービスを始めている。
　レンタカーと違い、貸出返却場所が無人であるこ
とが多いカーシェアリングは、ICTの普及によって
展開が可能になったサービスである。都市内に滞在
している車両の台数を削減し、無駄な空間となるこ
とが多い駐車場を有益な空間に置き換えるという主
目的を含め、社会との関わりが強いサービスといえ
る。しかし、車両については長い間、既存の乗用車
を用いるのが一般的だった。
　この点で一線を画したのが、2008年にスタート
したダイムラーのcar2go（カーツーゴー）で、車
両にはシティコミューターとして生まれたSmartを
起用した。販売にこだわってきたダイムラーが、よ
うやくSmartのキャラクターにふさわしいシェアに
目を向けた。
　特定のステーションを持たず、都市内の駐車場に
ある車両を利用者がスマートフォンなどで探して利
用し、返却も任意の駐車場にて行うというフリーフ
ローティング方式も、他の多くのカーシェアリング
とは異なる特筆できる点だった。Car2goの方針は
広く受け入れられ、現在では8カ国25都市で展開さ
れるまでになっている４）。
　2011年にフランスの首都パリでサービスを開始
したAutolib’（オートリブ／Fig.4）にも触れておく。
こちらは専用設計の4人乗り電気自動車を使ってお
り、登録作業を行う半円形の施設をはじめ、インフ
ラを含めたトータルデザインがなされていた。鉄道
など既存の公共交通に近い考えが導入されたのであ
る。借りた場所と異なる場所に返却できるワンウェ
イ方式を取り入れ、利便性を高めていた点も特徴
だった。
　当初から250カ所／250台という大規模体制でス
タートしたことが功を奏して、利用者は順調に増え
ており、5年後の2016年末には、周辺の100市町村
で約4,000台が稼働。共通の車両とインフラを使っ
たサービスは同じフランスのリヨンとボルドー、米
国インディアナポリス、英国ロンドンなどにも展開
している５）。

　6-1　ロンドンとニューヨークのタクシー車両
　この時期、カーシェアリングと同じように乗用車
を用いた公共交通であるタクシーにも変化が起きて
いる。

　バスやトラックが当初から社会とのつながりの中
で進化してきたが故に、流行に左右されない機能重
視の発展を遂げてきたのとは対照的に、タクシーは
長きにわたり、多くの都市が既存の乗用車を使用し
てきた。
　数少ない例外の一つが英国の首都ロンドンで、第
2次世界大戦前から現在に至るまで専用車両を用い
ている。一般的な乗用車に比べると背が高く、乗り
降りが楽であり、客室は折り畳みの補助席を用意す
るほど広大だった。ハンドル切れ角を大きくするな
ど、設計面でも工夫が凝らされていた。
　メガシティともなれば、タクシーの台数もかなり
多くなる。だからこそ都市景観の一部としてデザイ
ンやカラーへの配慮が求められる。ロンドンはあ
る意味で、一歩先を行っていたといえるかもしれ
ない。
　ロンドンのような専用車両の提案が過去になかっ
たわけではない。例えば、1976年にMoMA（ニュー
ヨーク近代美術館）が企画した次世代タクシーの展
示会では、カーデザイン界の巨匠といわれるイタリ
アのジョルジェット・ジウジアーロ氏が短く背の高
い箱型のタクシーを披露し話題になった。しかし、
量産化には至っていない。
　ところが21世紀になると、同じニューヨークの
タクシー＆リムジン委員会が2007年、次世代タク
シー車両のコンペを行うと発表し、2年後に募集を
開始した。最終選考には地元のフォード、わが国の
日産、トルコのカルサンの3社が残り、市民などに
よる投票の結果、選ばれたのは日産NV200だった。
　NV200は、日本ではNV200バネットの名前で
2009年に発売された小型商用車であり、タクシー
専用設計ではない。しかし、車いす利用者への対応、
電気自動車の設定（日本ではe-NV200として販売）
などが評価され、10年間独占契約を勝ち取った。

　その後、現地の一部タクシー業界団体が反発して
裁判にもなったが、2015年に米最高裁判所が独占
供給を認める判決を出し、導入が始まっている。な
お日本では、2010年からNV200バネットタクシー
として販売を開始しており、すでに各都市でその姿
を見かけることは多い。また、NV200はロンドン
でも、次期タクシー車両の1台として導入が決まっ
ている。
　6-2　2020年を目指したJPN TAXI 
　このままNV200がメガシティのタクシー標準車
になるのかと思われた中、日本ではもう一つの流れ
が生まれた。2013年の東京モーターショーにトヨ
タが試作車を公開し、4年後の昨年発売したJPN 
TAXI（ジャパンタクシー／Fig.5）である。こちらは、
他の乗用車や商用車の設計流用ではない完全な新型
車となった６）。
　トヨタは2015年、東京を含む2024年までの五輪・
パラリンピックの最高位スポンサー（ワールドワイ
ドパートナー）契約をIOC（国際オリンピック委員
会）、IPC（国際パラリンピック委員会）と結んだ。
日本企業で両方のワールドワイドパートナーとなっ
ているのは、同社とパナソニックのみである。
　この契約を結んだことにより、トヨタは乗用車
や商用車など、さまざまなモビリティ（乗り物）
を公共交通などに提供し、世界的なスポーツの祭
典を通じてアピールする機会を得た。同社はすで
に水素をエネルギー源とする燃料電池動力の路線
バスを開発し、東京都内で運行を開始している。
JPN TAXIも、この一環でプロジェクトが進んだ
ものと想像される。
　トヨタは、これまでもコンフォート（上級車種ク
ラウンコンフォートを含む）というタクシー専用車
を販売してきた。JPN TAXIはこれらの後継車であ
り、22年ぶりのモデルチェンジとなる。
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　しかし、デザインは3ボックスの4ドアセダンで
背もさほど高くなかったコンフォートとは対照的
に、ミニバン並みに背が高いハッチバックとなった。
ロンドンタクシーを思わせるフォルムであり、近似
性を指摘する声もある。
　ロンドンタクシーやコンフォートが後輪駆動なの
に対し、JPN TAXIは前輪駆動であり、床はかなり
低い。客室ドアをスライド式としている点も異なる。
水平基調のフロントデザインも、丸型ヘッドランプ
を基調としたロンドンタクシーとは一線を画してお
り、日本らしさを醸し出している。
　ちなみに乗客が座る後席は座面を跳ね上げ、助手
席は折り畳みが可能で、スライドドアから車いすの
まま乗車できることもアピールポイントとなってい
る。パラリンピックを念頭に置いた設計といえるか
もしれない。
　深藍（こいあい）と呼ばれる黒に近い紺色の車体
色をイメージカラーとした点も特徴である。
　トヨタは2020年までに東京で1万台のJPN TAXI
を走らせることを目標としている。これは現在、東
京を走るタクシーの5分の1にあたる。独特のデザ
インということもあり、都市景観を左右する存在に
なることが予想される。それが現在のタクシーのよ
うに派手な原色をまとうと、景観に悪影響を及ぼす
恐れがある。
　タクシーを含めた公共交通は、利用者にとって分
かりやすく、かつ都市景観を乱さないデザインであ
ることが重要だと考えている。独特の姿でありなが
ら、黒塗りのロンドンのタクシーは好例といえる。
JPN TAXIが景観に配慮して深藍を選んだ見識は評
価したい。
　環境対策としては、わが国のタクシー業界で多用
されるLPGを燃料としたハイブリッドシステムの
採用が目新しい。通常のガソリンエンジンを積む
NV200タクシー、ディーゼルエンジンを搭載する
ロンドンタクシーと比較した場合のアドバンテージ
になる。
　NV200には電気自動車仕様も存在するが、現状
の電気自動車は充電に時間がかかり、満充電での航
続距離も限られる。自家用車に比べて走行距離が多
いタクシーの用途に適しているとは言い切れない部
分もある。燃料電池自動車ではこの問題は解消する
が、こちらはエネルギー源となる水素の充填ステー
ションが数えるほどしかなく、インフラとしては不
十分である。

　こうした状況を考えると、2020年を想定して
LPGハイブリッドを選択したのは賢明な判断に思
える。
　すでに東京では、JPN TAXIを見かける機会は珍
しくなくなった。タクシー会社に聞いた話では、JPN 
TAXIは運転手・乗客ともに評判は高く、車両価格
は従来より高価ではあるが、積極的に導入していき
たいとのことだった。
　現在、日本を走るタクシーの8割を占めるコン
フォートは生産を終了しており、JPN TAXIの切り
替えが順調に進めば、2020年までに東京で1万台と
いう数字は達成できるのではないかと予想してい
る。深藍のままでの増備が進めば、日本人のタクシー
に対するイメージは良い方向に変わるだろう。

　この時期、日本では軽自動車よりさらに小さな超
小型モビリティと呼ばれる企画に注目が集まり、
2012年には国土交通省が軽自動車規格をベースに
した超小型モビリティ認定制度を制定した３）。
　地球環境問題に乗用車が大きな影響を与えている
理由の一つに、1台あたりの乗車人数が少ない非効
率性がある。日本では乗用車の平均輸送人数は約
1.3人と、乗車定員を大きく下回っている。にもか
かわらず、軽自動車を含めて車体寸法は大型化が止
まらない。
　加えて我が国では、地方の過疎化と高齢化も問題
になり始めた。過疎化によって公共交通の維持が難
しい地域が増え、住民自らステアリングを握っての
移動が日常的となったが、こうした地域は高齢化も
進んでおり、認知症などによって運転機能が低下し
た高齢者によるペダル踏み間違い暴走事故や高速道
路での逆走事故などが目立つようになってきた。
　こうした状況を鑑みて、欧州のクワドリシクルの
日本版という位置付けで、超小型モビリティ認定制
度がつくられたのである。
　認定制度の誕生に合わせ、いくつかのベンチャー
企業が対応したほか、日産は2010年に、アライア
ンスを組むルノーと共同でニュー・モビリティ・コ
ンセプトを発表し、翌年には、ホンダもMC-βと呼
ばれることになる新型車を公開した。
　トヨタでは、グループ内のトヨタ車体が2000年
から原動機付四輪自転車登録のコムスを販売してお
り、2012年にはモデルチェンジを行った。さらに
トヨタ自動車でも、2013年に車体を傾けて曲がる

　7.　浸透しなかった超小型モビリティ

ことで安定した走りを実現したi-ROAD（アイロー
ド／Fig.6）を発表している。
　このうちコムスは１人乗り、残りはすべて2人乗
りであるが、いずれも一般的な乗用車のような横2
人掛けではなく、二輪車に近い前後方向の2人乗り
となっていた。全幅を狭めることで乗用車1台分の
駐車スペースに最大で4台駐車することを可能と
し、都市内の占有率を小さくすることを目的として
いた。
　将来的には認定制度ではなく、独自の規格制定が
期待された。しかしその後、カテゴリー制定に向け
た動きは停滞してしまう。実証実験はその後も各地
で行われたが、新型車の登場も控えめになってし
まった。
　理由はいろいろ考えられるが、軽自動車に慣れた
人々にとっては、冷暖房がないなど、快適性で劣る
超小型モビリティにわざわざ乗るという気持ちにな
らなかったことはあるだろう。また、車両を準備す
る自治体などにとっては、少量生産ゆえに車両価格
が軽自動車とさほど変わらないことも、普及の足か
せになったと予想できる。
　そしてもう一つ、過疎地の高齢者の移動手段とし
て新しい技術が提案されたことも大きい。その技術
とは自動運転である７）。

　8-1　Google参入の衝撃
　自動運転がここまで注目されるようになったきっ
かけは、米国のIT企業Google（グーグル）が2010
年に自動運転を開発中と発表したことが大きい８）。
ただし背景を見ると、Google自体が以前から自動
運転の研究を行っていたわけではなく、この分野に
精通した技術者がGoogleで開発を始めたという表
現の方が正しい。

　自動運転の歴史の流れを辿っていくと、米国で
2004年から3回行われた国防高等研究計画局

（DARPA）による自動運転車レースに行き着く９）。
DARPAは先進技術を使ったさまざまなチャレンジ
イベントを行っており、近年はロボットを対象にし
た競技が、2012年から4回開催された。
　組織の名称の中に国防と入っていることで分かる
ように、同レースには自動運転を軍事利用しようと
いう目的も一部あったようである。ただし参加者は、
陸海空軍や軍需産業の関係者ではなく、大学や民間
企業の研究室が母体となっていた。
　2004年に開催された最初のレースではゴールま
で到達した車両がおらず、翌年のレースでは、首位
で完走したスタンフォード大学が初の優勝者となっ
た。このときのチームリーダーがその後、グーグル
の自動運転プロジェクトの開発の中心人物になった
のである。
　彼は、自動車事故の多くは人為的ミスが原因であ
ることを各種統計結果によって導き出しており、人
工知能（AI）の進化によって人間を超える安全運
転が可能であると説いた。
　Googleは2005年から地図情報の提供を始めてい
る。このGoogleマップは高度なセンサーを車両の
ルーフに取り付け、走りながら計測を行うことで
データを取得。このデータを元に地図を作成して
いった。同社ではこの経験から、地図をクルマに読
み込ませ、センサーを使えば、自動でクルマを走ら
せ交通事故を減らせるのではないかと考えたようで
ある。
　当初のGoogleの自動運転車両は、トヨタ・プリ
ウスなど既存の車両を流用しており、地図情報取得
用車両と同じように車体の屋根にやぐらを組み、各
種センサーを載せた無骨な外見だった。しかし、
2014年になると一転、同社は完全自社開発の自動
運転車をセルフドライビングカー（Fig.7）の名と
ともに公開した。
　そのデザインは既存の多くの自動車とは違ってい
た。頭上にセンサーを載せた小柄な車体は卵形で、
ヘッドランプとセンサーからなる前面は子供の顔の
ように穏やかだった。走りのイメージを前面に押し
出すべく攻撃的な顔と姿を持つことが主流になりつ
つあった既存の乗用車とは、明らかに違う方向を目
指していた。
　2人乗りの車内にはハンドルもペダルもなく、当
初から完全自動運転を狙っていることが伺えた。グ

ループ内の動画公開サイトYouTube（ユーチュー
ブ）で映像を公開するというお披露目の仕方も、モー
ターショー会場やホテルなどで実車をお披露目する
ことが多い既存の新型車とは一線を画していた。
　特筆すべきは、このYouTubeでセルフドライビ
ングカーに乗るのが目の不自由な方や子供など、自
分では運転するのが難しい、いわゆる交通弱者に当
たる人々だったことである。
　既存の乗用車は個人が買って乗るというスタイル
から、貧富の差によって快適装備のみならず、安全
装備にも格差が生じていた。一方のGoogleは、Google
マップをはじめ、多くのサービスを無料で提供して
おり、社会インフラに近いスタンスを取っていた。
セルフドライビングカーも同様の立場にあり、単な
るビジネスを超えて、社会問題解決のためのツー
ルとして自動運転を送り出そうとしていることが
伺えた。
　8-2　自動車メーカーの自動運転対応
　自動車メーカーはGoogleが自動運転の話題を出
す前から、自動運転の研究開発を行っていた。その
一つがASV（アドバンスト・セーフティー・ビー
クル／先進安全自動車）で、日本では1991年に
ASV推進検討会が設置され、現在も検討が進めら
れている。
　ただし、その基本理念はGoogleのような完全自
動運転ではない。ASVでは基本理念としてドライ
バー支援の原則、ドライバー受容性の確保、社会受
容性の確保の3点を挙げており、あくまでドライ
バーが主体的に責任を持って運転するという前提に
立っている。現在の表現では運転支援システムに
近い。
　自動車の魅力の一つとして、自分の意志で自由に
移動できることがあり、自己否定になるような完全
自動運転は表に出さないという空気があった。しか

し、Googleが自動運転を研究開発中とアナウンス
すると、幾つかの自動車メーカーも自動運転をア
ピールするようになっていく。
　2011年に東京ビッグサイトで行われた第42回東
京モーターショーでは、トヨタ、日産、ホンダなど
が自動運転のコンセプトカーを出展し、デモ走行も
披露した。その後のメディア向けイベントなどで、
研究開発中の自動運転車両が披露された（Fig.8）。
　しかしながら、自動車メーカーの自動運転は、上
記のような経緯を辿ってきたこともあり、自動運転
を安全装備や快適装備の一つとして位置付けること
が多く、交通弱者を含めたすべての人に安全快適な
移動を提供したいというGoogleとは異なる考え方
だった。
　既存の自動車をベースにAIを搭載し、センサー
類を取り付け、車内は必要に応じてステアリングが
自動的に格納されるというデザインも、これまでの
自動車の歴史の延長線上に自動運転を置くという考
え方を反映していた。
　この時期、一部のメディアは自動車メーカーと
Googleを対立軸に置き、煽るような動きも見受け
られたが、上に記したように両者の自動運転に対す
るスタンスはかなり異なっていた。
　し か し な が ら、そ の 後Googleは、2015年 に
Alphabet（アルファベット）という名前の持ち株
会社を設立すると、翌年、自動運転部門を新会社
Waymo（ウェイモ）に移行。前後して米国FCA（フィ
アット・クライスラー）やわが国のホンダなどと提
携を結び、共同で自動運転を開発していくと表明し
た。2017年にはセルフドライビングカーの開発終
了も発表している。
　8-3　公共交通のための無人運転車
　これによって自動運転の進化は一元化されたと判

断した人もいたが、同じ頃、欧州では、これとは異
なる自動運転の流れが少しずつ進行しつつあった。
欧州連合（EU）の助成型研究開発フレームワーク
プログラムの一つとして、2012年から4年間続けら
れたシティモビル2である10）。
　このプログラムは、2006年から6年間実施された
シティモビル1の後を受けて進められた。シティモ
ビル1では、空港内など限定された区域での無人運
転実験を行い、英国ロンドンのヒースロー空港など
で実用化に漕ぎ着けた。シティモビル2では、これ
を公道上での公共交通として導入するためのプロ
ジェクトが進められた。
　欧州内の45の企業・自治体・大学などがこのプ
ロジェクトに参加しており、総費用は約1,581万ユー
ロ。うち950万ユーロがEU助成金だった。実証実
験はスイスのローザンヌ、フィンランドのヴァン
ター、フランスのニースなど７カ所の大学構内や専
用道路で行われ、一般人を含めて6万人以上を乗せ
たという実績を残した。
　このシティモビル2は、前述したようにプログラ
ム自体は2016年で終了した。しかし入れ替わるよ
うに、ここから生まれた2台の無人運転車が独自に
実証実験を開始している。どちらもフランスのベン
チャー企業が製作したイージーマイルEZ10（Fig.9）
とナビヤ・アルマである。
　どちらも箱型の電気自動車で、ステアリングやペ
ダルを持たない無人運転車両である。操作系をなく
したことで車体前後の区別をなくし、鉄道車両のよ
うに、前後どちらにも進めるようにしたことが自動
車としては画期的である。
　EZ10を例に取ると、外寸は全長4m弱、全幅約
2m、全高3m弱で、立方体に近い。乗車定員は12
名で、着席6名、立ち席6名となっている。片側側
面に大きな電動両開きドアがあり、下にはやはり電
動でせり出すスロープが格納され、車いすやベビー
カー利用者のアクセスを容易にしている。1回の充
電で最高10時間走行が可能であり、最高速度は
40km/hとなっている。
　車両概要で分かるように2台は個人向けに販売は
せず、バスやタクシーなど公共交通としての運用を
前提としている。スイスのシオンという都市では旧
市街の移動用でアルマが走行中であり、わが国では
DeNA（ディー・エヌ・エー）がEZ10、ソフトバンク・
グループがアルマを輸入して、各地で実証実験を続
けている。

　このように自動運転の流れは、乗用車に限ってい
えばGoogleを取り込んだ自動車メーカー系と、欧
州のプログラムを源流とするITベンチャー系に大
別することができる。前者は高速道路での自動化が
主体で、一般向けに販売を目論んでおり、後者は都
市内の無人運転を想定し、公共交通としての提供が
前提という違いもある。
　自動化が進むと、一部のユーザーは所有に興味が
なくなるという予想もある。これを見据えて、所有
者と利用者を結び付けるスマートフォンのアプリを
提供するUber Technologies（ウーバー）などのラ
イドシェア企業は、将来的にメーカーから自動運転
車の供給を受けての自動化を考えており、すでに幾
つかの提携関係が生まれている。
　しかし現在、自動車メーカーが生産する乗用車の
多くは、都市内でのライドシェアに特化したデザイ
ンであるとは言い難い。EZ10やアルマなど新興企
業が開発した無人運転車の方が都市との親和性が高
い造形であることは、多くの人々が認めるところだ
ろう。
　デザインやメカニズムの個性で顧客の心をつか
み、多くの車両を販売して利益を上げるという従来
の自動車メーカーのビジネススタイルでは、回答を
導き出すことは難しい。都市に寄り添う車づくりが
必要となってくるだろう。
　その点で2018年1月、米国ラスベガスで開催され
たCES（家電見本市）でトヨタが発表したモビリ
ティサービス専用EV、e-Palette Concept（イーパ
レット・コンセプト／Fig.10）は、自動車メーカー
が本気で都市を見据えて開発した車両として特筆で
きる11）。
　車体はEZ10やアルマに似た箱型で、ステアリン



　自動車が数ある工業製品の中でここまで普及した
のは、個人が好みのデザインやメカニズムを選び、
いつでもどこでも移動していけるという自由さに
あったと認識している。だから、カーデザインにつ
いても機能的側面のみならず、ユーザーが買いたい
と思える嗜好的側面が重視された。
　代表格が1950年代の米国車である。いわゆる自
動車先進国の中で、第2次世界大戦の国土被害が皆
無に近かった米国の自動車は、毎年のように車体が
大きく、クロームメッキなどを用いた装飾が派手に
なり、ついには飛行機の尾翼を思わせるテールフィ
ンを車体後部に装着するという状況だった。
　しかし1960年代になると、先進国で排出ガスに

よる大気汚染が問題となり始め、1970年には衝突
安全性能が重視されるようになる。続いてオイル
ショックも勃発した。
　それまで自由闊達なデザインとメカニズムで愛好
家を増やし続けてきた自動車は一転して、大気汚染
や交通事故、燃料消費率といった異なるベクトルで
の進化を余儀なくされるようになった。本稿では、
これ以降の自動車のデザイン面の変遷について、社
会や都市との関わりを交えながら紹介していく。

　社会性を意識した自動車はまず、欧州で生まれた。
米国とは違い、多くの国が第2次世界大戦の戦場と
なったために甚大な被害を被っており、その後も中
東戦争によって石油の供給が制限されるなど、何度
も試練が訪れていた。
　第2次世界大戦中には、いくつかのメーカーが戦
後の混乱を予想して安価な小型車の開発を進め、終
戦直後に世に送り出した。

グやペダルを持たない無人運転車であることも共通
する。ただし、e-Palette Conceptは個人の移動、公
共交通、物流のすべてに対応するとしており、情報
通信技術を駆使して移動中にさまざまなサービスを
提供し、新たなモビリティサービスの創出に貢献す
ることを想定している。
　さらにトヨタは、この車両を用いてモビリティ
サービスプラットフォームの構築を推進しようとし
ており、すでに初期パートナーとしてAmazon.com、
Pizza Hut、Uber Technologiesなどに参加してもら
うことも発表している。
　e-Palette Conceptについてトヨタは、2020年代
前半には米国などでサービス実証を目指すととも
に、2020年には一部機能を搭載した車両で東京オ
リンピック・パラリンピックのモビリティにも活用
するとしている。このコンセプトを軌道に乗せるこ
とが、明日のカーデザインの具現化につながるだ
ろう。
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　フランスのシトロエン2 CV、英国モーリス・マ
イナー、スウェーデンのボルボPV444などが代表
格となる。アドルフ・ヒトラーの指揮のもと、戦前
のうちに開発が終了していたドイツ（当時は西ドイ
ツ）のフォルクスワーゲン・ビートルも、結果的に
は同じタイミングで市販に移された。
　さらに、スエズ動乱（第2次中東戦争）が契機と
なったオイルショックでは、1959年に英国BMC

（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）
のMINI（Fig.1）が生まれた１）。
　車体前部に縦置きにして後輪を駆動していたエン
ジンを横向きにして前輪を駆動。サスペンションは
金属バネからラバーに換え、15インチが標準だっ
たホイール／タイヤは一気に10インチまで小型化
するなど、随所に画期的な設計が盛り込まれた。
　前衛的な設計でありながら、MINIが多くの人に
受け入れられたのは、全長約3mながら大人4人が
乗れ、国際ラリーでドイツの高性能スポーツカー、
ポルシェを破って優勝するほどの走行性能の高さを
秘めていたことが大きい。大衆車でありながらクラ
スレスであったことから、実際、富裕層がセカンド
カーとして乗ることも多く、老若男女を問わず受け
入れられ、2000年まで製造されるロングセラーに
なった。
　1970年代に入ると、自動車はさらに社会への適
応が求められるようになる。米国などで排出ガス規
制が始まり、数年後に勃発したオイルショックが後
押しとなって、経済的な小型車に注目が集まるよう
になる。
　この時期に誕生したのは、日本の本田技研工業

（ホンダ）が発表したシビック、フランスのルノー
5（サンク）、フォルクスワーゲンのゴルフなどで、
いずれもMINIと同じ前輪駆動2ボックススタイル
だった。他社もこのカテゴリーに次々に参入し、こ

れが小型車の定型になった。社会の要求に合わせて
生まれたカーデザインが、社会の主役になったので
ある。
　この時期にはもう一つの社会的な要求として、交
通事故死者の増加に対処すべく衝突安全基準の強化
も実施された。特に厳しかったのは米国であり、時
速5マイル以下ではボディに損傷を与えてはならな
いという通称5マイルバンパーの装着が義務付けら
れた。
　これに対して自動車メーカーは、当初は既存の車
体の前後に無骨なバンパーを備えていたが、まもな
くバンパー全体を樹脂で覆い、車体との一体感を強
めたデザインが目立ち始めた。現在、多くの乗用車
がボディとバンパーの境目のない造形となっている
が、これは安全基準強化がきっかけだったのである。

　1980年代になると、排出ガス規制や衝突安全規
制の強化が一段落したこともあり、乗用車は再び速
さや美しさといった自動車が根源的に持ち合わせて
いた魅力を前面に押し出すようになる。しかしそれ
も束の間、1990年代には再び二つの課題に直面す
ることになった。
　一つは地球温暖化である。1992年に開催された
地球サミット（国連環境開発会議）や京都議定書が
採択された5年後のCOP3（第3回気候変動枠組条
約締約国会議）などが契機となり、世界中で話題に
なり始めた。
　自動車の排気ガスは、有害ガスの排出量について
は排出ガス規制によって一定レベルに抑えられた
が、内燃機関である以上、温室効果ガスの主役的存
在である二酸化炭素の排出は避けられず、一部の新
興国で爆発的に自動車の台数が増えつつあったこと
もあり、自動車メーカーにも対策が求められること
となった。
　もう一つは都市への人口集中である。国連の統計
によれば、1950年には30%だった都市部の人口の
割合は、2010年には54%にまで高まったという２）。
この過程で当然ながら、都市部への自動車の流入も
問題になった。特に急成長を遂げた新興国の都市は、
慢性的な渋滞に悩まされることになった。
　こうした時代背景を受けて、ドイツのダイムラー

（当時の社名はダイムラー・ベンツ）が送り出した
のがSmart（Fig.2）だった３）。
　Smartの原案は時計会社のスウォッチが企画し

た。スウォッチのようにカジュアルなテイストのシ
ティコミューターを考えた。自動車メーカー以外か
らの発想という点もまた斬新だった。
　同社は当初、フォルクスワーゲンに話を持ちかけ
たが、同社はすでにシティコミューターの開発を進
めており、同じドイツのダイムラーと手を結ぶこと
になった。1994年に両社はMCC（マイクロ・カー・
カンパニー）という合弁企業を設立すると、4年後
にスウォッチ（Swatch）とメルセデス（Mercedes）
の頭文字にアート（Art）を組み合わせたSmartと
いう車名で発売した。
　車体の長さは約2.5mと、現在の軽自動車より1m
近く短く、乗車定員は2名だった。強固なスティー
ル製フレームにカラフルな樹脂製パネルを装着した
デザインは、卵形のフォルムともども新鮮な印象を
与えた。
　Smartのような車種がこれまで存在しなかったわ
けではない。第2次世界大戦直後と1970年代のオイ
ルショックの時期には、簡潔な2人乗り車体にス
クーター用小排気量エンジンを組み合わせたクワド
リシクル（四輪自転車を意味する仏語）と呼ばれる
車種が存在していた。主として郊外にある小都市の
高齢者向け移動手段として提供されてきた。
　一方のSmartは、軽自動車と同等のエンジンを搭
載しており、高速道路の巡航も可能だった。そのた
めクワドリシクルのカテゴリーには属さず、新しい
時代のシティコミューターとして認識された。
　しかし、Smartは売れなかった。そのためスウォッ
チは次第に資本を引き上げ、2000年に完全に撤退
した。2人しか乗れない割に高価だったこと、クワ
ドリシクルのような免許面の恩恵が受けられなかっ
たこともあるが、ダイムラーが画策した駐車場やレン
タカーなどの優遇措置が進まなかったこともあった。
　最後に紹介した優遇措置は、車体の小ささ故、駐

車空間が節約できる分、料金を割り引いたり、多人
数乗車や遠距離旅行をする際に他車を割安で借りら
れたりできるという内容だった。
　本気でSmartを都市内のモビリティツールとして
浸透させるなら、公共交通の導入と同じように、事
前に競合他社を含めて入念な説明が必要とされると
ころだが、ダイムラーの手段はやや強引だったようだ。
　その後もSmartは、二度のモデルチェンジを経験
しながら生産を続けているが、現行型ではルノーと
の共同開発生産となり、販売台数が稼げる4ドア4
人乗り仕様を加えるなど、当初の思想はかなり薄
まっている。
　Smartの登場と同じ時期には、日本のトヨタ自動
車からe-com（イーコム）、日産自動車からハイパー
ミニ、そして、ホンダからICVSシティパルと似た
車両が発表された。いずれも電気自動車で市街地走
行に専念しており、ITS技術を融合したカーシェア
リングの実証実験も行うなど、Smartより一歩踏み
込んだ内容になっていた。しかし、3台とも量産化
には至らず、まもなくプロジェクトは終了している。

　より現実的な意味での環境対応車として1997年
に登場したのが、世界初の市販ハイブリッド車であ
るトヨタのプリウスである。ガソリンエンジンと電
気モーターを結合し、バッテリーやインバーターを
搭載することで、市街地走行での環境性能を飛躍的
に高めた。世界各地で受け入れられ、その後の環境
対応自動車のベンチマークになったことは、多くの
人が認めるところである。
　プリウスはデザインも革新的だった。エクステリ
アは環境性能を高めるべく空気抵抗の少ない形状と
しており、その後のプリウスの伝統となった。イン
テリアでは液晶表示のセンターメーターとその下の
マルチディスプレイが斬新で、他の多くの車種に影
響を与えた。
　続いて電気自動車の量産車が登場する。我が国で
は2009年に三菱自動車工業のi-MiEV（アイミーブ）、
翌年、日産からリーフが発売された。海外では
2012年に米国テスラのモデルS（Fig.3）、次の年に
ドイツBMWのi3が登場した。
　このうちi-MiEVは既存の軽自動車の車体を流用
しており、リーフはデザインこそ独自であるものの、
プラットフォームは同クラスのガソリン車と同一で
ある。モデルSとi3は専用設計だが、モデルSはあ

えて既存の乗用車に近いフォルムとして人気を博し
たのに対し、個性的な造形を採用したi3は販売が低
迷している。
　Smartも直面したことだが、乗用車の購入層は予
想以上に保守的である。新しい技術については長所
より先に欠点を気に懸け、デザインについても大胆
すぎる造形は避ける傾向にある。これが電気自動車
にも当てはまった。
　電気自動車はエンジンやトランスミッションが不
要で、モーターはエンジンよりはるかに小型である
ことから、既存の自動車と全く異なるデザインが可
能になるといわれた。しかし、事前の予想ほど販売
台数が伸びなかったこともあり、ガソリン車と同じ
車体にモーターを積むという保守的なデザインが一
般的になっていく。
　その中で独自の魅力を打ち出したのがテスラだっ
た。同クラスのガソリン車が持つ高級感や躍動感を
強調するような線や光り物の演出は皆無に近く、車
内はスイッチを極力排した代わりに巨大な縦長の
ディスプレイを配しており、多くの機能をここでコ
ントロールし、自動運転につながる先進技術の追加
は、ソフトウェアのバージョンアップで対応すると
いうIT流の考えに則っていた。
　この後、自動車業界ではコネクテッドカー、つま
り情報通信技術を駆使した「つながる車」がトレン
ドになっていくが、テスラ・モデルSのディスプレ
イはその流れをいち早く取り込んでいた。

　21世紀になってもう一つ注目を集めた自動車関
連の動きにカーシェアリングがある。カーシェアリ
ングは1980年代にスイスで生まれたといわれ、
1990年代には北米でも展開が始まったが、本格的
な展開は2000年以降で、わが国最大手であるパー

ク24グループのタイムズカープラスは、2005年に
前身の会社がサービスを始めている。
　レンタカーと違い、貸出返却場所が無人であるこ
とが多いカーシェアリングは、ICTの普及によって
展開が可能になったサービスである。都市内に滞在
している車両の台数を削減し、無駄な空間となるこ
とが多い駐車場を有益な空間に置き換えるという主
目的を含め、社会との関わりが強いサービスといえ
る。しかし、車両については長い間、既存の乗用車
を用いるのが一般的だった。
　この点で一線を画したのが、2008年にスタート
したダイムラーのcar2go（カーツーゴー）で、車
両にはシティコミューターとして生まれたSmartを
起用した。販売にこだわってきたダイムラーが、よ
うやくSmartのキャラクターにふさわしいシェアに
目を向けた。
　特定のステーションを持たず、都市内の駐車場に
ある車両を利用者がスマートフォンなどで探して利
用し、返却も任意の駐車場にて行うというフリーフ
ローティング方式も、他の多くのカーシェアリング
とは異なる特筆できる点だった。Car2goの方針は
広く受け入れられ、現在では8カ国25都市で展開さ
れるまでになっている４）。
　2011年にフランスの首都パリでサービスを開始
したAutolib’（オートリブ／Fig.4）にも触れておく。
こちらは専用設計の4人乗り電気自動車を使ってお
り、登録作業を行う半円形の施設をはじめ、インフ
ラを含めたトータルデザインがなされていた。鉄道
など既存の公共交通に近い考えが導入されたのであ
る。借りた場所と異なる場所に返却できるワンウェ
イ方式を取り入れ、利便性を高めていた点も特徴
だった。
　当初から250カ所／250台という大規模体制でス
タートしたことが功を奏して、利用者は順調に増え
ており、5年後の2016年末には、周辺の100市町村
で約4,000台が稼働。共通の車両とインフラを使っ
たサービスは同じフランスのリヨンとボルドー、米
国インディアナポリス、英国ロンドンなどにも展開
している５）。

　6-1　ロンドンとニューヨークのタクシー車両
　この時期、カーシェアリングと同じように乗用車
を用いた公共交通であるタクシーにも変化が起きて
いる。

　バスやトラックが当初から社会とのつながりの中
で進化してきたが故に、流行に左右されない機能重
視の発展を遂げてきたのとは対照的に、タクシーは
長きにわたり、多くの都市が既存の乗用車を使用し
てきた。
　数少ない例外の一つが英国の首都ロンドンで、第
2次世界大戦前から現在に至るまで専用車両を用い
ている。一般的な乗用車に比べると背が高く、乗り
降りが楽であり、客室は折り畳みの補助席を用意す
るほど広大だった。ハンドル切れ角を大きくするな
ど、設計面でも工夫が凝らされていた。
　メガシティともなれば、タクシーの台数もかなり
多くなる。だからこそ都市景観の一部としてデザイ
ンやカラーへの配慮が求められる。ロンドンはあ
る意味で、一歩先を行っていたといえるかもしれ
ない。
　ロンドンのような専用車両の提案が過去になかっ
たわけではない。例えば、1976年にMoMA（ニュー
ヨーク近代美術館）が企画した次世代タクシーの展
示会では、カーデザイン界の巨匠といわれるイタリ
アのジョルジェット・ジウジアーロ氏が短く背の高
い箱型のタクシーを披露し話題になった。しかし、
量産化には至っていない。
　ところが21世紀になると、同じニューヨークの
タクシー＆リムジン委員会が2007年、次世代タク
シー車両のコンペを行うと発表し、2年後に募集を
開始した。最終選考には地元のフォード、わが国の
日産、トルコのカルサンの3社が残り、市民などに
よる投票の結果、選ばれたのは日産NV200だった。
　NV200は、日本ではNV200バネットの名前で
2009年に発売された小型商用車であり、タクシー
専用設計ではない。しかし、車いす利用者への対応、
電気自動車の設定（日本ではe-NV200として販売）
などが評価され、10年間独占契約を勝ち取った。

　その後、現地の一部タクシー業界団体が反発して
裁判にもなったが、2015年に米最高裁判所が独占
供給を認める判決を出し、導入が始まっている。な
お日本では、2010年からNV200バネットタクシー
として販売を開始しており、すでに各都市でその姿
を見かけることは多い。また、NV200はロンドン
でも、次期タクシー車両の1台として導入が決まっ
ている。
　6-2　2020年を目指したJPN TAXI 
　このままNV200がメガシティのタクシー標準車
になるのかと思われた中、日本ではもう一つの流れ
が生まれた。2013年の東京モーターショーにトヨ
タが試作車を公開し、4年後の昨年発売したJPN 
TAXI（ジャパンタクシー／Fig.5）である。こちらは、
他の乗用車や商用車の設計流用ではない完全な新型
車となった６）。
　トヨタは2015年、東京を含む2024年までの五輪・
パラリンピックの最高位スポンサー（ワールドワイ
ドパートナー）契約をIOC（国際オリンピック委員
会）、IPC（国際パラリンピック委員会）と結んだ。
日本企業で両方のワールドワイドパートナーとなっ
ているのは、同社とパナソニックのみである。
　この契約を結んだことにより、トヨタは乗用車
や商用車など、さまざまなモビリティ（乗り物）
を公共交通などに提供し、世界的なスポーツの祭
典を通じてアピールする機会を得た。同社はすで
に水素をエネルギー源とする燃料電池動力の路線
バスを開発し、東京都内で運行を開始している。
JPN TAXIも、この一環でプロジェクトが進んだ
ものと想像される。
　トヨタは、これまでもコンフォート（上級車種ク
ラウンコンフォートを含む）というタクシー専用車
を販売してきた。JPN TAXIはこれらの後継車であ
り、22年ぶりのモデルチェンジとなる。

　しかし、デザインは3ボックスの4ドアセダンで
背もさほど高くなかったコンフォートとは対照的
に、ミニバン並みに背が高いハッチバックとなった。
ロンドンタクシーを思わせるフォルムであり、近似
性を指摘する声もある。
　ロンドンタクシーやコンフォートが後輪駆動なの
に対し、JPN TAXIは前輪駆動であり、床はかなり
低い。客室ドアをスライド式としている点も異なる。
水平基調のフロントデザインも、丸型ヘッドランプ
を基調としたロンドンタクシーとは一線を画してお
り、日本らしさを醸し出している。
　ちなみに乗客が座る後席は座面を跳ね上げ、助手
席は折り畳みが可能で、スライドドアから車いすの
まま乗車できることもアピールポイントとなってい
る。パラリンピックを念頭に置いた設計といえるか
もしれない。
　深藍（こいあい）と呼ばれる黒に近い紺色の車体
色をイメージカラーとした点も特徴である。
　トヨタは2020年までに東京で1万台のJPN TAXI
を走らせることを目標としている。これは現在、東
京を走るタクシーの5分の1にあたる。独特のデザ
インということもあり、都市景観を左右する存在に
なることが予想される。それが現在のタクシーのよ
うに派手な原色をまとうと、景観に悪影響を及ぼす
恐れがある。
　タクシーを含めた公共交通は、利用者にとって分
かりやすく、かつ都市景観を乱さないデザインであ
ることが重要だと考えている。独特の姿でありなが
ら、黒塗りのロンドンのタクシーは好例といえる。
JPN TAXIが景観に配慮して深藍を選んだ見識は評
価したい。
　環境対策としては、わが国のタクシー業界で多用
されるLPGを燃料としたハイブリッドシステムの
採用が目新しい。通常のガソリンエンジンを積む
NV200タクシー、ディーゼルエンジンを搭載する
ロンドンタクシーと比較した場合のアドバンテージ
になる。
　NV200には電気自動車仕様も存在するが、現状
の電気自動車は充電に時間がかかり、満充電での航
続距離も限られる。自家用車に比べて走行距離が多
いタクシーの用途に適しているとは言い切れない部
分もある。燃料電池自動車ではこの問題は解消する
が、こちらはエネルギー源となる水素の充填ステー
ションが数えるほどしかなく、インフラとしては不
十分である。

　こうした状況を考えると、2020年を想定して
LPGハイブリッドを選択したのは賢明な判断に思
える。
　すでに東京では、JPN TAXIを見かける機会は珍
しくなくなった。タクシー会社に聞いた話では、JPN 
TAXIは運転手・乗客ともに評判は高く、車両価格
は従来より高価ではあるが、積極的に導入していき
たいとのことだった。
　現在、日本を走るタクシーの8割を占めるコン
フォートは生産を終了しており、JPN TAXIの切り
替えが順調に進めば、2020年までに東京で1万台と
いう数字は達成できるのではないかと予想してい
る。深藍のままでの増備が進めば、日本人のタクシー
に対するイメージは良い方向に変わるだろう。

　この時期、日本では軽自動車よりさらに小さな超
小型モビリティと呼ばれる企画に注目が集まり、
2012年には国土交通省が軽自動車規格をベースに
した超小型モビリティ認定制度を制定した３）。
　地球環境問題に乗用車が大きな影響を与えている
理由の一つに、1台あたりの乗車人数が少ない非効
率性がある。日本では乗用車の平均輸送人数は約
1.3人と、乗車定員を大きく下回っている。にもか
かわらず、軽自動車を含めて車体寸法は大型化が止
まらない。
　加えて我が国では、地方の過疎化と高齢化も問題
になり始めた。過疎化によって公共交通の維持が難
しい地域が増え、住民自らステアリングを握っての
移動が日常的となったが、こうした地域は高齢化も
進んでおり、認知症などによって運転機能が低下し
た高齢者によるペダル踏み間違い暴走事故や高速道
路での逆走事故などが目立つようになってきた。
　こうした状況を鑑みて、欧州のクワドリシクルの
日本版という位置付けで、超小型モビリティ認定制
度がつくられたのである。
　認定制度の誕生に合わせ、いくつかのベンチャー
企業が対応したほか、日産は2010年に、アライア
ンスを組むルノーと共同でニュー・モビリティ・コ
ンセプトを発表し、翌年には、ホンダもMC-βと呼
ばれることになる新型車を公開した。
　トヨタでは、グループ内のトヨタ車体が2000年
から原動機付四輪自転車登録のコムスを販売してお
り、2012年にはモデルチェンジを行った。さらに
トヨタ自動車でも、2013年に車体を傾けて曲がる
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ことで安定した走りを実現したi-ROAD（アイロー
ド／Fig.6）を発表している。
　このうちコムスは１人乗り、残りはすべて2人乗
りであるが、いずれも一般的な乗用車のような横2
人掛けではなく、二輪車に近い前後方向の2人乗り
となっていた。全幅を狭めることで乗用車1台分の
駐車スペースに最大で4台駐車することを可能と
し、都市内の占有率を小さくすることを目的として
いた。
　将来的には認定制度ではなく、独自の規格制定が
期待された。しかしその後、カテゴリー制定に向け
た動きは停滞してしまう。実証実験はその後も各地
で行われたが、新型車の登場も控えめになってし
まった。
　理由はいろいろ考えられるが、軽自動車に慣れた
人々にとっては、冷暖房がないなど、快適性で劣る
超小型モビリティにわざわざ乗るという気持ちにな
らなかったことはあるだろう。また、車両を準備す
る自治体などにとっては、少量生産ゆえに車両価格
が軽自動車とさほど変わらないことも、普及の足か
せになったと予想できる。
　そしてもう一つ、過疎地の高齢者の移動手段とし
て新しい技術が提案されたことも大きい。その技術
とは自動運転である７）。

　8-1　Google参入の衝撃
　自動運転がここまで注目されるようになったきっ
かけは、米国のIT企業Google（グーグル）が2010
年に自動運転を開発中と発表したことが大きい８）。
ただし背景を見ると、Google自体が以前から自動
運転の研究を行っていたわけではなく、この分野に
精通した技術者がGoogleで開発を始めたという表
現の方が正しい。

　自動運転の歴史の流れを辿っていくと、米国で
2004年から3回行われた国防高等研究計画局

（DARPA）による自動運転車レースに行き着く９）。
DARPAは先進技術を使ったさまざまなチャレンジ
イベントを行っており、近年はロボットを対象にし
た競技が、2012年から4回開催された。
　組織の名称の中に国防と入っていることで分かる
ように、同レースには自動運転を軍事利用しようと
いう目的も一部あったようである。ただし参加者は、
陸海空軍や軍需産業の関係者ではなく、大学や民間
企業の研究室が母体となっていた。
　2004年に開催された最初のレースではゴールま
で到達した車両がおらず、翌年のレースでは、首位
で完走したスタンフォード大学が初の優勝者となっ
た。このときのチームリーダーがその後、グーグル
の自動運転プロジェクトの開発の中心人物になった
のである。
　彼は、自動車事故の多くは人為的ミスが原因であ
ることを各種統計結果によって導き出しており、人
工知能（AI）の進化によって人間を超える安全運
転が可能であると説いた。
　Googleは2005年から地図情報の提供を始めてい
る。このGoogleマップは高度なセンサーを車両の
ルーフに取り付け、走りながら計測を行うことで
データを取得。このデータを元に地図を作成して
いった。同社ではこの経験から、地図をクルマに読
み込ませ、センサーを使えば、自動でクルマを走ら
せ交通事故を減らせるのではないかと考えたようで
ある。
　当初のGoogleの自動運転車両は、トヨタ・プリ
ウスなど既存の車両を流用しており、地図情報取得
用車両と同じように車体の屋根にやぐらを組み、各
種センサーを載せた無骨な外見だった。しかし、
2014年になると一転、同社は完全自社開発の自動
運転車をセルフドライビングカー（Fig.7）の名と
ともに公開した。
　そのデザインは既存の多くの自動車とは違ってい
た。頭上にセンサーを載せた小柄な車体は卵形で、
ヘッドランプとセンサーからなる前面は子供の顔の
ように穏やかだった。走りのイメージを前面に押し
出すべく攻撃的な顔と姿を持つことが主流になりつ
つあった既存の乗用車とは、明らかに違う方向を目
指していた。
　2人乗りの車内にはハンドルもペダルもなく、当
初から完全自動運転を狙っていることが伺えた。グ

　8.　2 種類の自動運転

Fig.6　i-ROAD（トヨタ）

ループ内の動画公開サイトYouTube（ユーチュー
ブ）で映像を公開するというお披露目の仕方も、モー
ターショー会場やホテルなどで実車をお披露目する
ことが多い既存の新型車とは一線を画していた。
　特筆すべきは、このYouTubeでセルフドライビ
ングカーに乗るのが目の不自由な方や子供など、自
分では運転するのが難しい、いわゆる交通弱者に当
たる人々だったことである。
　既存の乗用車は個人が買って乗るというスタイル
から、貧富の差によって快適装備のみならず、安全
装備にも格差が生じていた。一方のGoogleは、Google
マップをはじめ、多くのサービスを無料で提供して
おり、社会インフラに近いスタンスを取っていた。
セルフドライビングカーも同様の立場にあり、単な
るビジネスを超えて、社会問題解決のためのツー
ルとして自動運転を送り出そうとしていることが
伺えた。
　8-2　自動車メーカーの自動運転対応
　自動車メーカーはGoogleが自動運転の話題を出
す前から、自動運転の研究開発を行っていた。その
一つがASV（アドバンスト・セーフティー・ビー
クル／先進安全自動車）で、日本では1991年に
ASV推進検討会が設置され、現在も検討が進めら
れている。
　ただし、その基本理念はGoogleのような完全自
動運転ではない。ASVでは基本理念としてドライ
バー支援の原則、ドライバー受容性の確保、社会受
容性の確保の3点を挙げており、あくまでドライ
バーが主体的に責任を持って運転するという前提に
立っている。現在の表現では運転支援システムに
近い。
　自動車の魅力の一つとして、自分の意志で自由に
移動できることがあり、自己否定になるような完全
自動運転は表に出さないという空気があった。しか

し、Googleが自動運転を研究開発中とアナウンス
すると、幾つかの自動車メーカーも自動運転をア
ピールするようになっていく。
　2011年に東京ビッグサイトで行われた第42回東
京モーターショーでは、トヨタ、日産、ホンダなど
が自動運転のコンセプトカーを出展し、デモ走行も
披露した。その後のメディア向けイベントなどで、
研究開発中の自動運転車両が披露された（Fig.8）。
　しかしながら、自動車メーカーの自動運転は、上
記のような経緯を辿ってきたこともあり、自動運転
を安全装備や快適装備の一つとして位置付けること
が多く、交通弱者を含めたすべての人に安全快適な
移動を提供したいというGoogleとは異なる考え方
だった。
　既存の自動車をベースにAIを搭載し、センサー
類を取り付け、車内は必要に応じてステアリングが
自動的に格納されるというデザインも、これまでの
自動車の歴史の延長線上に自動運転を置くという考
え方を反映していた。
　この時期、一部のメディアは自動車メーカーと
Googleを対立軸に置き、煽るような動きも見受け
られたが、上に記したように両者の自動運転に対す
るスタンスはかなり異なっていた。
　し か し な が ら、そ の 後Googleは、2015年 に
Alphabet（アルファベット）という名前の持ち株
会社を設立すると、翌年、自動運転部門を新会社
Waymo（ウェイモ）に移行。前後して米国FCA（フィ
アット・クライスラー）やわが国のホンダなどと提
携を結び、共同で自動運転を開発していくと表明し
た。2017年にはセルフドライビングカーの開発終
了も発表している。
　8-3　公共交通のための無人運転車
　これによって自動運転の進化は一元化されたと判

断した人もいたが、同じ頃、欧州では、これとは異
なる自動運転の流れが少しずつ進行しつつあった。
欧州連合（EU）の助成型研究開発フレームワーク
プログラムの一つとして、2012年から4年間続けら
れたシティモビル2である10）。
　このプログラムは、2006年から6年間実施された
シティモビル1の後を受けて進められた。シティモ
ビル1では、空港内など限定された区域での無人運
転実験を行い、英国ロンドンのヒースロー空港など
で実用化に漕ぎ着けた。シティモビル2では、これ
を公道上での公共交通として導入するためのプロ
ジェクトが進められた。
　欧州内の45の企業・自治体・大学などがこのプ
ロジェクトに参加しており、総費用は約1,581万ユー
ロ。うち950万ユーロがEU助成金だった。実証実
験はスイスのローザンヌ、フィンランドのヴァン
ター、フランスのニースなど７カ所の大学構内や専
用道路で行われ、一般人を含めて6万人以上を乗せ
たという実績を残した。
　このシティモビル2は、前述したようにプログラ
ム自体は2016年で終了した。しかし入れ替わるよ
うに、ここから生まれた2台の無人運転車が独自に
実証実験を開始している。どちらもフランスのベン
チャー企業が製作したイージーマイルEZ10（Fig.9）
とナビヤ・アルマである。
　どちらも箱型の電気自動車で、ステアリングやペ
ダルを持たない無人運転車両である。操作系をなく
したことで車体前後の区別をなくし、鉄道車両のよ
うに、前後どちらにも進めるようにしたことが自動
車としては画期的である。
　EZ10を例に取ると、外寸は全長4m弱、全幅約
2m、全高3m弱で、立方体に近い。乗車定員は12
名で、着席6名、立ち席6名となっている。片側側
面に大きな電動両開きドアがあり、下にはやはり電
動でせり出すスロープが格納され、車いすやベビー
カー利用者のアクセスを容易にしている。1回の充
電で最高10時間走行が可能であり、最高速度は
40km/hとなっている。
　車両概要で分かるように2台は個人向けに販売は
せず、バスやタクシーなど公共交通としての運用を
前提としている。スイスのシオンという都市では旧
市街の移動用でアルマが走行中であり、わが国では
DeNA（ディー・エヌ・エー）がEZ10、ソフトバンク・
グループがアルマを輸入して、各地で実証実験を続
けている。

　このように自動運転の流れは、乗用車に限ってい
えばGoogleを取り込んだ自動車メーカー系と、欧
州のプログラムを源流とするITベンチャー系に大
別することができる。前者は高速道路での自動化が
主体で、一般向けに販売を目論んでおり、後者は都
市内の無人運転を想定し、公共交通としての提供が
前提という違いもある。
　自動化が進むと、一部のユーザーは所有に興味が
なくなるという予想もある。これを見据えて、所有
者と利用者を結び付けるスマートフォンのアプリを
提供するUber Technologies（ウーバー）などのラ
イドシェア企業は、将来的にメーカーから自動運転
車の供給を受けての自動化を考えており、すでに幾
つかの提携関係が生まれている。
　しかし現在、自動車メーカーが生産する乗用車の
多くは、都市内でのライドシェアに特化したデザイ
ンであるとは言い難い。EZ10やアルマなど新興企
業が開発した無人運転車の方が都市との親和性が高
い造形であることは、多くの人々が認めるところだ
ろう。
　デザインやメカニズムの個性で顧客の心をつか
み、多くの車両を販売して利益を上げるという従来
の自動車メーカーのビジネススタイルでは、回答を
導き出すことは難しい。都市に寄り添う車づくりが
必要となってくるだろう。
　その点で2018年1月、米国ラスベガスで開催され
たCES（家電見本市）でトヨタが発表したモビリ
ティサービス専用EV、e-Palette Concept（イーパ
レット・コンセプト／Fig.10）は、自動車メーカー
が本気で都市を見据えて開発した車両として特筆で
きる11）。
　車体はEZ10やアルマに似た箱型で、ステアリン



　自動車が数ある工業製品の中でここまで普及した
のは、個人が好みのデザインやメカニズムを選び、
いつでもどこでも移動していけるという自由さに
あったと認識している。だから、カーデザインにつ
いても機能的側面のみならず、ユーザーが買いたい
と思える嗜好的側面が重視された。
　代表格が1950年代の米国車である。いわゆる自
動車先進国の中で、第2次世界大戦の国土被害が皆
無に近かった米国の自動車は、毎年のように車体が
大きく、クロームメッキなどを用いた装飾が派手に
なり、ついには飛行機の尾翼を思わせるテールフィ
ンを車体後部に装着するという状況だった。
　しかし1960年代になると、先進国で排出ガスに

よる大気汚染が問題となり始め、1970年には衝突
安全性能が重視されるようになる。続いてオイル
ショックも勃発した。
　それまで自由闊達なデザインとメカニズムで愛好
家を増やし続けてきた自動車は一転して、大気汚染
や交通事故、燃料消費率といった異なるベクトルで
の進化を余儀なくされるようになった。本稿では、
これ以降の自動車のデザイン面の変遷について、社
会や都市との関わりを交えながら紹介していく。

　社会性を意識した自動車はまず、欧州で生まれた。
米国とは違い、多くの国が第2次世界大戦の戦場と
なったために甚大な被害を被っており、その後も中
東戦争によって石油の供給が制限されるなど、何度
も試練が訪れていた。
　第2次世界大戦中には、いくつかのメーカーが戦
後の混乱を予想して安価な小型車の開発を進め、終
戦直後に世に送り出した。

グやペダルを持たない無人運転車であることも共通
する。ただし、e-Palette Conceptは個人の移動、公
共交通、物流のすべてに対応するとしており、情報
通信技術を駆使して移動中にさまざまなサービスを
提供し、新たなモビリティサービスの創出に貢献す
ることを想定している。
　さらにトヨタは、この車両を用いてモビリティ
サービスプラットフォームの構築を推進しようとし
ており、すでに初期パートナーとしてAmazon.com、
Pizza Hut、Uber Technologiesなどに参加してもら
うことも発表している。
　e-Palette Conceptについてトヨタは、2020年代
前半には米国などでサービス実証を目指すととも
に、2020年には一部機能を搭載した車両で東京オ
リンピック・パラリンピックのモビリティにも活用
するとしている。このコンセプトを軌道に乗せるこ
とが、明日のカーデザインの具現化につながるだ
ろう。
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　フランスのシトロエン2 CV、英国モーリス・マ
イナー、スウェーデンのボルボPV444などが代表
格となる。アドルフ・ヒトラーの指揮のもと、戦前
のうちに開発が終了していたドイツ（当時は西ドイ
ツ）のフォルクスワーゲン・ビートルも、結果的に
は同じタイミングで市販に移された。
　さらに、スエズ動乱（第2次中東戦争）が契機と
なったオイルショックでは、1959年に英国BMC

（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）
のMINI（Fig.1）が生まれた１）。
　車体前部に縦置きにして後輪を駆動していたエン
ジンを横向きにして前輪を駆動。サスペンションは
金属バネからラバーに換え、15インチが標準だっ
たホイール／タイヤは一気に10インチまで小型化
するなど、随所に画期的な設計が盛り込まれた。
　前衛的な設計でありながら、MINIが多くの人に
受け入れられたのは、全長約3mながら大人4人が
乗れ、国際ラリーでドイツの高性能スポーツカー、
ポルシェを破って優勝するほどの走行性能の高さを
秘めていたことが大きい。大衆車でありながらクラ
スレスであったことから、実際、富裕層がセカンド
カーとして乗ることも多く、老若男女を問わず受け
入れられ、2000年まで製造されるロングセラーに
なった。
　1970年代に入ると、自動車はさらに社会への適
応が求められるようになる。米国などで排出ガス規
制が始まり、数年後に勃発したオイルショックが後
押しとなって、経済的な小型車に注目が集まるよう
になる。
　この時期に誕生したのは、日本の本田技研工業

（ホンダ）が発表したシビック、フランスのルノー
5（サンク）、フォルクスワーゲンのゴルフなどで、
いずれもMINIと同じ前輪駆動2ボックススタイル
だった。他社もこのカテゴリーに次々に参入し、こ

れが小型車の定型になった。社会の要求に合わせて
生まれたカーデザインが、社会の主役になったので
ある。
　この時期にはもう一つの社会的な要求として、交
通事故死者の増加に対処すべく衝突安全基準の強化
も実施された。特に厳しかったのは米国であり、時
速5マイル以下ではボディに損傷を与えてはならな
いという通称5マイルバンパーの装着が義務付けら
れた。
　これに対して自動車メーカーは、当初は既存の車
体の前後に無骨なバンパーを備えていたが、まもな
くバンパー全体を樹脂で覆い、車体との一体感を強
めたデザインが目立ち始めた。現在、多くの乗用車
がボディとバンパーの境目のない造形となっている
が、これは安全基準強化がきっかけだったのである。

　1980年代になると、排出ガス規制や衝突安全規
制の強化が一段落したこともあり、乗用車は再び速
さや美しさといった自動車が根源的に持ち合わせて
いた魅力を前面に押し出すようになる。しかしそれ
も束の間、1990年代には再び二つの課題に直面す
ることになった。
　一つは地球温暖化である。1992年に開催された
地球サミット（国連環境開発会議）や京都議定書が
採択された5年後のCOP3（第3回気候変動枠組条
約締約国会議）などが契機となり、世界中で話題に
なり始めた。
　自動車の排気ガスは、有害ガスの排出量について
は排出ガス規制によって一定レベルに抑えられた
が、内燃機関である以上、温室効果ガスの主役的存
在である二酸化炭素の排出は避けられず、一部の新
興国で爆発的に自動車の台数が増えつつあったこと
もあり、自動車メーカーにも対策が求められること
となった。
　もう一つは都市への人口集中である。国連の統計
によれば、1950年には30%だった都市部の人口の
割合は、2010年には54%にまで高まったという２）。
この過程で当然ながら、都市部への自動車の流入も
問題になった。特に急成長を遂げた新興国の都市は、
慢性的な渋滞に悩まされることになった。
　こうした時代背景を受けて、ドイツのダイムラー

（当時の社名はダイムラー・ベンツ）が送り出した
のがSmart（Fig.2）だった３）。
　Smartの原案は時計会社のスウォッチが企画し

た。スウォッチのようにカジュアルなテイストのシ
ティコミューターを考えた。自動車メーカー以外か
らの発想という点もまた斬新だった。
　同社は当初、フォルクスワーゲンに話を持ちかけ
たが、同社はすでにシティコミューターの開発を進
めており、同じドイツのダイムラーと手を結ぶこと
になった。1994年に両社はMCC（マイクロ・カー・
カンパニー）という合弁企業を設立すると、4年後
にスウォッチ（Swatch）とメルセデス（Mercedes）
の頭文字にアート（Art）を組み合わせたSmartと
いう車名で発売した。
　車体の長さは約2.5mと、現在の軽自動車より1m
近く短く、乗車定員は2名だった。強固なスティー
ル製フレームにカラフルな樹脂製パネルを装着した
デザインは、卵形のフォルムともども新鮮な印象を
与えた。
　Smartのような車種がこれまで存在しなかったわ
けではない。第2次世界大戦直後と1970年代のオイ
ルショックの時期には、簡潔な2人乗り車体にス
クーター用小排気量エンジンを組み合わせたクワド
リシクル（四輪自転車を意味する仏語）と呼ばれる
車種が存在していた。主として郊外にある小都市の
高齢者向け移動手段として提供されてきた。
　一方のSmartは、軽自動車と同等のエンジンを搭
載しており、高速道路の巡航も可能だった。そのた
めクワドリシクルのカテゴリーには属さず、新しい
時代のシティコミューターとして認識された。
　しかし、Smartは売れなかった。そのためスウォッ
チは次第に資本を引き上げ、2000年に完全に撤退
した。2人しか乗れない割に高価だったこと、クワ
ドリシクルのような免許面の恩恵が受けられなかっ
たこともあるが、ダイムラーが画策した駐車場やレン
タカーなどの優遇措置が進まなかったこともあった。
　最後に紹介した優遇措置は、車体の小ささ故、駐

車空間が節約できる分、料金を割り引いたり、多人
数乗車や遠距離旅行をする際に他車を割安で借りら
れたりできるという内容だった。
　本気でSmartを都市内のモビリティツールとして
浸透させるなら、公共交通の導入と同じように、事
前に競合他社を含めて入念な説明が必要とされると
ころだが、ダイムラーの手段はやや強引だったようだ。
　その後もSmartは、二度のモデルチェンジを経験
しながら生産を続けているが、現行型ではルノーと
の共同開発生産となり、販売台数が稼げる4ドア4
人乗り仕様を加えるなど、当初の思想はかなり薄
まっている。
　Smartの登場と同じ時期には、日本のトヨタ自動
車からe-com（イーコム）、日産自動車からハイパー
ミニ、そして、ホンダからICVSシティパルと似た
車両が発表された。いずれも電気自動車で市街地走
行に専念しており、ITS技術を融合したカーシェア
リングの実証実験も行うなど、Smartより一歩踏み
込んだ内容になっていた。しかし、3台とも量産化
には至らず、まもなくプロジェクトは終了している。

　より現実的な意味での環境対応車として1997年
に登場したのが、世界初の市販ハイブリッド車であ
るトヨタのプリウスである。ガソリンエンジンと電
気モーターを結合し、バッテリーやインバーターを
搭載することで、市街地走行での環境性能を飛躍的
に高めた。世界各地で受け入れられ、その後の環境
対応自動車のベンチマークになったことは、多くの
人が認めるところである。
　プリウスはデザインも革新的だった。エクステリ
アは環境性能を高めるべく空気抵抗の少ない形状と
しており、その後のプリウスの伝統となった。イン
テリアでは液晶表示のセンターメーターとその下の
マルチディスプレイが斬新で、他の多くの車種に影
響を与えた。
　続いて電気自動車の量産車が登場する。我が国で
は2009年に三菱自動車工業のi-MiEV（アイミーブ）、
翌年、日産からリーフが発売された。海外では
2012年に米国テスラのモデルS（Fig.3）、次の年に
ドイツBMWのi3が登場した。
　このうちi-MiEVは既存の軽自動車の車体を流用
しており、リーフはデザインこそ独自であるものの、
プラットフォームは同クラスのガソリン車と同一で
ある。モデルSとi3は専用設計だが、モデルSはあ

えて既存の乗用車に近いフォルムとして人気を博し
たのに対し、個性的な造形を採用したi3は販売が低
迷している。
　Smartも直面したことだが、乗用車の購入層は予
想以上に保守的である。新しい技術については長所
より先に欠点を気に懸け、デザインについても大胆
すぎる造形は避ける傾向にある。これが電気自動車
にも当てはまった。
　電気自動車はエンジンやトランスミッションが不
要で、モーターはエンジンよりはるかに小型である
ことから、既存の自動車と全く異なるデザインが可
能になるといわれた。しかし、事前の予想ほど販売
台数が伸びなかったこともあり、ガソリン車と同じ
車体にモーターを積むという保守的なデザインが一
般的になっていく。
　その中で独自の魅力を打ち出したのがテスラだっ
た。同クラスのガソリン車が持つ高級感や躍動感を
強調するような線や光り物の演出は皆無に近く、車
内はスイッチを極力排した代わりに巨大な縦長の
ディスプレイを配しており、多くの機能をここでコ
ントロールし、自動運転につながる先進技術の追加
は、ソフトウェアのバージョンアップで対応すると
いうIT流の考えに則っていた。
　この後、自動車業界ではコネクテッドカー、つま
り情報通信技術を駆使した「つながる車」がトレン
ドになっていくが、テスラ・モデルSのディスプレ
イはその流れをいち早く取り込んでいた。

　21世紀になってもう一つ注目を集めた自動車関
連の動きにカーシェアリングがある。カーシェアリ
ングは1980年代にスイスで生まれたといわれ、
1990年代には北米でも展開が始まったが、本格的
な展開は2000年以降で、わが国最大手であるパー

ク24グループのタイムズカープラスは、2005年に
前身の会社がサービスを始めている。
　レンタカーと違い、貸出返却場所が無人であるこ
とが多いカーシェアリングは、ICTの普及によって
展開が可能になったサービスである。都市内に滞在
している車両の台数を削減し、無駄な空間となるこ
とが多い駐車場を有益な空間に置き換えるという主
目的を含め、社会との関わりが強いサービスといえ
る。しかし、車両については長い間、既存の乗用車
を用いるのが一般的だった。
　この点で一線を画したのが、2008年にスタート
したダイムラーのcar2go（カーツーゴー）で、車
両にはシティコミューターとして生まれたSmartを
起用した。販売にこだわってきたダイムラーが、よ
うやくSmartのキャラクターにふさわしいシェアに
目を向けた。
　特定のステーションを持たず、都市内の駐車場に
ある車両を利用者がスマートフォンなどで探して利
用し、返却も任意の駐車場にて行うというフリーフ
ローティング方式も、他の多くのカーシェアリング
とは異なる特筆できる点だった。Car2goの方針は
広く受け入れられ、現在では8カ国25都市で展開さ
れるまでになっている４）。
　2011年にフランスの首都パリでサービスを開始
したAutolib’（オートリブ／Fig.4）にも触れておく。
こちらは専用設計の4人乗り電気自動車を使ってお
り、登録作業を行う半円形の施設をはじめ、インフ
ラを含めたトータルデザインがなされていた。鉄道
など既存の公共交通に近い考えが導入されたのであ
る。借りた場所と異なる場所に返却できるワンウェ
イ方式を取り入れ、利便性を高めていた点も特徴
だった。
　当初から250カ所／250台という大規模体制でス
タートしたことが功を奏して、利用者は順調に増え
ており、5年後の2016年末には、周辺の100市町村
で約4,000台が稼働。共通の車両とインフラを使っ
たサービスは同じフランスのリヨンとボルドー、米
国インディアナポリス、英国ロンドンなどにも展開
している５）。

　6-1　ロンドンとニューヨークのタクシー車両
　この時期、カーシェアリングと同じように乗用車
を用いた公共交通であるタクシーにも変化が起きて
いる。

　バスやトラックが当初から社会とのつながりの中
で進化してきたが故に、流行に左右されない機能重
視の発展を遂げてきたのとは対照的に、タクシーは
長きにわたり、多くの都市が既存の乗用車を使用し
てきた。
　数少ない例外の一つが英国の首都ロンドンで、第
2次世界大戦前から現在に至るまで専用車両を用い
ている。一般的な乗用車に比べると背が高く、乗り
降りが楽であり、客室は折り畳みの補助席を用意す
るほど広大だった。ハンドル切れ角を大きくするな
ど、設計面でも工夫が凝らされていた。
　メガシティともなれば、タクシーの台数もかなり
多くなる。だからこそ都市景観の一部としてデザイ
ンやカラーへの配慮が求められる。ロンドンはあ
る意味で、一歩先を行っていたといえるかもしれ
ない。
　ロンドンのような専用車両の提案が過去になかっ
たわけではない。例えば、1976年にMoMA（ニュー
ヨーク近代美術館）が企画した次世代タクシーの展
示会では、カーデザイン界の巨匠といわれるイタリ
アのジョルジェット・ジウジアーロ氏が短く背の高
い箱型のタクシーを披露し話題になった。しかし、
量産化には至っていない。
　ところが21世紀になると、同じニューヨークの
タクシー＆リムジン委員会が2007年、次世代タク
シー車両のコンペを行うと発表し、2年後に募集を
開始した。最終選考には地元のフォード、わが国の
日産、トルコのカルサンの3社が残り、市民などに
よる投票の結果、選ばれたのは日産NV200だった。
　NV200は、日本ではNV200バネットの名前で
2009年に発売された小型商用車であり、タクシー
専用設計ではない。しかし、車いす利用者への対応、
電気自動車の設定（日本ではe-NV200として販売）
などが評価され、10年間独占契約を勝ち取った。

　その後、現地の一部タクシー業界団体が反発して
裁判にもなったが、2015年に米最高裁判所が独占
供給を認める判決を出し、導入が始まっている。な
お日本では、2010年からNV200バネットタクシー
として販売を開始しており、すでに各都市でその姿
を見かけることは多い。また、NV200はロンドン
でも、次期タクシー車両の1台として導入が決まっ
ている。
　6-2　2020年を目指したJPN TAXI 
　このままNV200がメガシティのタクシー標準車
になるのかと思われた中、日本ではもう一つの流れ
が生まれた。2013年の東京モーターショーにトヨ
タが試作車を公開し、4年後の昨年発売したJPN 
TAXI（ジャパンタクシー／Fig.5）である。こちらは、
他の乗用車や商用車の設計流用ではない完全な新型
車となった６）。
　トヨタは2015年、東京を含む2024年までの五輪・
パラリンピックの最高位スポンサー（ワールドワイ
ドパートナー）契約をIOC（国際オリンピック委員
会）、IPC（国際パラリンピック委員会）と結んだ。
日本企業で両方のワールドワイドパートナーとなっ
ているのは、同社とパナソニックのみである。
　この契約を結んだことにより、トヨタは乗用車
や商用車など、さまざまなモビリティ（乗り物）
を公共交通などに提供し、世界的なスポーツの祭
典を通じてアピールする機会を得た。同社はすで
に水素をエネルギー源とする燃料電池動力の路線
バスを開発し、東京都内で運行を開始している。
JPN TAXIも、この一環でプロジェクトが進んだ
ものと想像される。
　トヨタは、これまでもコンフォート（上級車種ク
ラウンコンフォートを含む）というタクシー専用車
を販売してきた。JPN TAXIはこれらの後継車であ
り、22年ぶりのモデルチェンジとなる。

　しかし、デザインは3ボックスの4ドアセダンで
背もさほど高くなかったコンフォートとは対照的
に、ミニバン並みに背が高いハッチバックとなった。
ロンドンタクシーを思わせるフォルムであり、近似
性を指摘する声もある。
　ロンドンタクシーやコンフォートが後輪駆動なの
に対し、JPN TAXIは前輪駆動であり、床はかなり
低い。客室ドアをスライド式としている点も異なる。
水平基調のフロントデザインも、丸型ヘッドランプ
を基調としたロンドンタクシーとは一線を画してお
り、日本らしさを醸し出している。
　ちなみに乗客が座る後席は座面を跳ね上げ、助手
席は折り畳みが可能で、スライドドアから車いすの
まま乗車できることもアピールポイントとなってい
る。パラリンピックを念頭に置いた設計といえるか
もしれない。
　深藍（こいあい）と呼ばれる黒に近い紺色の車体
色をイメージカラーとした点も特徴である。
　トヨタは2020年までに東京で1万台のJPN TAXI
を走らせることを目標としている。これは現在、東
京を走るタクシーの5分の1にあたる。独特のデザ
インということもあり、都市景観を左右する存在に
なることが予想される。それが現在のタクシーのよ
うに派手な原色をまとうと、景観に悪影響を及ぼす
恐れがある。
　タクシーを含めた公共交通は、利用者にとって分
かりやすく、かつ都市景観を乱さないデザインであ
ることが重要だと考えている。独特の姿でありなが
ら、黒塗りのロンドンのタクシーは好例といえる。
JPN TAXIが景観に配慮して深藍を選んだ見識は評
価したい。
　環境対策としては、わが国のタクシー業界で多用
されるLPGを燃料としたハイブリッドシステムの
採用が目新しい。通常のガソリンエンジンを積む
NV200タクシー、ディーゼルエンジンを搭載する
ロンドンタクシーと比較した場合のアドバンテージ
になる。
　NV200には電気自動車仕様も存在するが、現状
の電気自動車は充電に時間がかかり、満充電での航
続距離も限られる。自家用車に比べて走行距離が多
いタクシーの用途に適しているとは言い切れない部
分もある。燃料電池自動車ではこの問題は解消する
が、こちらはエネルギー源となる水素の充填ステー
ションが数えるほどしかなく、インフラとしては不
十分である。

　こうした状況を考えると、2020年を想定して
LPGハイブリッドを選択したのは賢明な判断に思
える。
　すでに東京では、JPN TAXIを見かける機会は珍
しくなくなった。タクシー会社に聞いた話では、JPN 
TAXIは運転手・乗客ともに評判は高く、車両価格
は従来より高価ではあるが、積極的に導入していき
たいとのことだった。
　現在、日本を走るタクシーの8割を占めるコン
フォートは生産を終了しており、JPN TAXIの切り
替えが順調に進めば、2020年までに東京で1万台と
いう数字は達成できるのではないかと予想してい
る。深藍のままでの増備が進めば、日本人のタクシー
に対するイメージは良い方向に変わるだろう。

　この時期、日本では軽自動車よりさらに小さな超
小型モビリティと呼ばれる企画に注目が集まり、
2012年には国土交通省が軽自動車規格をベースに
した超小型モビリティ認定制度を制定した３）。
　地球環境問題に乗用車が大きな影響を与えている
理由の一つに、1台あたりの乗車人数が少ない非効
率性がある。日本では乗用車の平均輸送人数は約
1.3人と、乗車定員を大きく下回っている。にもか
かわらず、軽自動車を含めて車体寸法は大型化が止
まらない。
　加えて我が国では、地方の過疎化と高齢化も問題
になり始めた。過疎化によって公共交通の維持が難
しい地域が増え、住民自らステアリングを握っての
移動が日常的となったが、こうした地域は高齢化も
進んでおり、認知症などによって運転機能が低下し
た高齢者によるペダル踏み間違い暴走事故や高速道
路での逆走事故などが目立つようになってきた。
　こうした状況を鑑みて、欧州のクワドリシクルの
日本版という位置付けで、超小型モビリティ認定制
度がつくられたのである。
　認定制度の誕生に合わせ、いくつかのベンチャー
企業が対応したほか、日産は2010年に、アライア
ンスを組むルノーと共同でニュー・モビリティ・コ
ンセプトを発表し、翌年には、ホンダもMC-βと呼
ばれることになる新型車を公開した。
　トヨタでは、グループ内のトヨタ車体が2000年
から原動機付四輪自転車登録のコムスを販売してお
り、2012年にはモデルチェンジを行った。さらに
トヨタ自動車でも、2013年に車体を傾けて曲がる

ことで安定した走りを実現したi-ROAD（アイロー
ド／Fig.6）を発表している。
　このうちコムスは１人乗り、残りはすべて2人乗
りであるが、いずれも一般的な乗用車のような横2
人掛けではなく、二輪車に近い前後方向の2人乗り
となっていた。全幅を狭めることで乗用車1台分の
駐車スペースに最大で4台駐車することを可能と
し、都市内の占有率を小さくすることを目的として
いた。
　将来的には認定制度ではなく、独自の規格制定が
期待された。しかしその後、カテゴリー制定に向け
た動きは停滞してしまう。実証実験はその後も各地
で行われたが、新型車の登場も控えめになってし
まった。
　理由はいろいろ考えられるが、軽自動車に慣れた
人々にとっては、冷暖房がないなど、快適性で劣る
超小型モビリティにわざわざ乗るという気持ちにな
らなかったことはあるだろう。また、車両を準備す
る自治体などにとっては、少量生産ゆえに車両価格
が軽自動車とさほど変わらないことも、普及の足か
せになったと予想できる。
　そしてもう一つ、過疎地の高齢者の移動手段とし
て新しい技術が提案されたことも大きい。その技術
とは自動運転である７）。

　8-1　Google参入の衝撃
　自動運転がここまで注目されるようになったきっ
かけは、米国のIT企業Google（グーグル）が2010
年に自動運転を開発中と発表したことが大きい８）。
ただし背景を見ると、Google自体が以前から自動
運転の研究を行っていたわけではなく、この分野に
精通した技術者がGoogleで開発を始めたという表
現の方が正しい。

　自動運転の歴史の流れを辿っていくと、米国で
2004年から3回行われた国防高等研究計画局

（DARPA）による自動運転車レースに行き着く９）。
DARPAは先進技術を使ったさまざまなチャレンジ
イベントを行っており、近年はロボットを対象にし
た競技が、2012年から4回開催された。
　組織の名称の中に国防と入っていることで分かる
ように、同レースには自動運転を軍事利用しようと
いう目的も一部あったようである。ただし参加者は、
陸海空軍や軍需産業の関係者ではなく、大学や民間
企業の研究室が母体となっていた。
　2004年に開催された最初のレースではゴールま
で到達した車両がおらず、翌年のレースでは、首位
で完走したスタンフォード大学が初の優勝者となっ
た。このときのチームリーダーがその後、グーグル
の自動運転プロジェクトの開発の中心人物になった
のである。
　彼は、自動車事故の多くは人為的ミスが原因であ
ることを各種統計結果によって導き出しており、人
工知能（AI）の進化によって人間を超える安全運
転が可能であると説いた。
　Googleは2005年から地図情報の提供を始めてい
る。このGoogleマップは高度なセンサーを車両の
ルーフに取り付け、走りながら計測を行うことで
データを取得。このデータを元に地図を作成して
いった。同社ではこの経験から、地図をクルマに読
み込ませ、センサーを使えば、自動でクルマを走ら
せ交通事故を減らせるのではないかと考えたようで
ある。
　当初のGoogleの自動運転車両は、トヨタ・プリ
ウスなど既存の車両を流用しており、地図情報取得
用車両と同じように車体の屋根にやぐらを組み、各
種センサーを載せた無骨な外見だった。しかし、
2014年になると一転、同社は完全自社開発の自動
運転車をセルフドライビングカー（Fig.7）の名と
ともに公開した。
　そのデザインは既存の多くの自動車とは違ってい
た。頭上にセンサーを載せた小柄な車体は卵形で、
ヘッドランプとセンサーからなる前面は子供の顔の
ように穏やかだった。走りのイメージを前面に押し
出すべく攻撃的な顔と姿を持つことが主流になりつ
つあった既存の乗用車とは、明らかに違う方向を目
指していた。
　2人乗りの車内にはハンドルもペダルもなく、当
初から完全自動運転を狙っていることが伺えた。グ
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ループ内の動画公開サイトYouTube（ユーチュー
ブ）で映像を公開するというお披露目の仕方も、モー
ターショー会場やホテルなどで実車をお披露目する
ことが多い既存の新型車とは一線を画していた。
　特筆すべきは、このYouTubeでセルフドライビ
ングカーに乗るのが目の不自由な方や子供など、自
分では運転するのが難しい、いわゆる交通弱者に当
たる人々だったことである。
　既存の乗用車は個人が買って乗るというスタイル
から、貧富の差によって快適装備のみならず、安全
装備にも格差が生じていた。一方のGoogleは、Google
マップをはじめ、多くのサービスを無料で提供して
おり、社会インフラに近いスタンスを取っていた。
セルフドライビングカーも同様の立場にあり、単な
るビジネスを超えて、社会問題解決のためのツー
ルとして自動運転を送り出そうとしていることが
伺えた。
　8-2　自動車メーカーの自動運転対応
　自動車メーカーはGoogleが自動運転の話題を出
す前から、自動運転の研究開発を行っていた。その
一つがASV（アドバンスト・セーフティー・ビー
クル／先進安全自動車）で、日本では1991年に
ASV推進検討会が設置され、現在も検討が進めら
れている。
　ただし、その基本理念はGoogleのような完全自
動運転ではない。ASVでは基本理念としてドライ
バー支援の原則、ドライバー受容性の確保、社会受
容性の確保の3点を挙げており、あくまでドライ
バーが主体的に責任を持って運転するという前提に
立っている。現在の表現では運転支援システムに
近い。
　自動車の魅力の一つとして、自分の意志で自由に
移動できることがあり、自己否定になるような完全
自動運転は表に出さないという空気があった。しか

し、Googleが自動運転を研究開発中とアナウンス
すると、幾つかの自動車メーカーも自動運転をア
ピールするようになっていく。
　2011年に東京ビッグサイトで行われた第42回東
京モーターショーでは、トヨタ、日産、ホンダなど
が自動運転のコンセプトカーを出展し、デモ走行も
披露した。その後のメディア向けイベントなどで、
研究開発中の自動運転車両が披露された（Fig.8）。
　しかしながら、自動車メーカーの自動運転は、上
記のような経緯を辿ってきたこともあり、自動運転
を安全装備や快適装備の一つとして位置付けること
が多く、交通弱者を含めたすべての人に安全快適な
移動を提供したいというGoogleとは異なる考え方
だった。
　既存の自動車をベースにAIを搭載し、センサー
類を取り付け、車内は必要に応じてステアリングが
自動的に格納されるというデザインも、これまでの
自動車の歴史の延長線上に自動運転を置くという考
え方を反映していた。
　この時期、一部のメディアは自動車メーカーと
Googleを対立軸に置き、煽るような動きも見受け
られたが、上に記したように両者の自動運転に対す
るスタンスはかなり異なっていた。
　し か し な が ら、そ の 後Googleは、2015年 に
Alphabet（アルファベット）という名前の持ち株
会社を設立すると、翌年、自動運転部門を新会社
Waymo（ウェイモ）に移行。前後して米国FCA（フィ
アット・クライスラー）やわが国のホンダなどと提
携を結び、共同で自動運転を開発していくと表明し
た。2017年にはセルフドライビングカーの開発終
了も発表している。
　8-3　公共交通のための無人運転車
　これによって自動運転の進化は一元化されたと判

Fig.7　セルフドライビングカー（写真提供・Google）

Fig.8　自動運転（写真提供・トヨタ自動車）

断した人もいたが、同じ頃、欧州では、これとは異
なる自動運転の流れが少しずつ進行しつつあった。
欧州連合（EU）の助成型研究開発フレームワーク
プログラムの一つとして、2012年から4年間続けら
れたシティモビル2である10）。
　このプログラムは、2006年から6年間実施された
シティモビル1の後を受けて進められた。シティモ
ビル1では、空港内など限定された区域での無人運
転実験を行い、英国ロンドンのヒースロー空港など
で実用化に漕ぎ着けた。シティモビル2では、これ
を公道上での公共交通として導入するためのプロ
ジェクトが進められた。
　欧州内の45の企業・自治体・大学などがこのプ
ロジェクトに参加しており、総費用は約1,581万ユー
ロ。うち950万ユーロがEU助成金だった。実証実
験はスイスのローザンヌ、フィンランドのヴァン
ター、フランスのニースなど７カ所の大学構内や専
用道路で行われ、一般人を含めて6万人以上を乗せ
たという実績を残した。
　このシティモビル2は、前述したようにプログラ
ム自体は2016年で終了した。しかし入れ替わるよ
うに、ここから生まれた2台の無人運転車が独自に
実証実験を開始している。どちらもフランスのベン
チャー企業が製作したイージーマイルEZ10（Fig.9）
とナビヤ・アルマである。
　どちらも箱型の電気自動車で、ステアリングやペ
ダルを持たない無人運転車両である。操作系をなく
したことで車体前後の区別をなくし、鉄道車両のよ
うに、前後どちらにも進めるようにしたことが自動
車としては画期的である。
　EZ10を例に取ると、外寸は全長4m弱、全幅約
2m、全高3m弱で、立方体に近い。乗車定員は12
名で、着席6名、立ち席6名となっている。片側側
面に大きな電動両開きドアがあり、下にはやはり電
動でせり出すスロープが格納され、車いすやベビー
カー利用者のアクセスを容易にしている。1回の充
電で最高10時間走行が可能であり、最高速度は
40km/hとなっている。
　車両概要で分かるように2台は個人向けに販売は
せず、バスやタクシーなど公共交通としての運用を
前提としている。スイスのシオンという都市では旧
市街の移動用でアルマが走行中であり、わが国では
DeNA（ディー・エヌ・エー）がEZ10、ソフトバンク・
グループがアルマを輸入して、各地で実証実験を続
けている。

　このように自動運転の流れは、乗用車に限ってい
えばGoogleを取り込んだ自動車メーカー系と、欧
州のプログラムを源流とするITベンチャー系に大
別することができる。前者は高速道路での自動化が
主体で、一般向けに販売を目論んでおり、後者は都
市内の無人運転を想定し、公共交通としての提供が
前提という違いもある。
　自動化が進むと、一部のユーザーは所有に興味が
なくなるという予想もある。これを見据えて、所有
者と利用者を結び付けるスマートフォンのアプリを
提供するUber Technologies（ウーバー）などのラ
イドシェア企業は、将来的にメーカーから自動運転
車の供給を受けての自動化を考えており、すでに幾
つかの提携関係が生まれている。
　しかし現在、自動車メーカーが生産する乗用車の
多くは、都市内でのライドシェアに特化したデザイ
ンであるとは言い難い。EZ10やアルマなど新興企
業が開発した無人運転車の方が都市との親和性が高
い造形であることは、多くの人々が認めるところだ
ろう。
　デザインやメカニズムの個性で顧客の心をつか
み、多くの車両を販売して利益を上げるという従来
の自動車メーカーのビジネススタイルでは、回答を
導き出すことは難しい。都市に寄り添う車づくりが
必要となってくるだろう。
　その点で2018年1月、米国ラスベガスで開催され
たCES（家電見本市）でトヨタが発表したモビリ
ティサービス専用EV、e-Palette Concept（イーパ
レット・コンセプト／Fig.10）は、自動車メーカー
が本気で都市を見据えて開発した車両として特筆で
きる11）。
　車体はEZ10やアルマに似た箱型で、ステアリン



　自動車が数ある工業製品の中でここまで普及した
のは、個人が好みのデザインやメカニズムを選び、
いつでもどこでも移動していけるという自由さに
あったと認識している。だから、カーデザインにつ
いても機能的側面のみならず、ユーザーが買いたい
と思える嗜好的側面が重視された。
　代表格が1950年代の米国車である。いわゆる自
動車先進国の中で、第2次世界大戦の国土被害が皆
無に近かった米国の自動車は、毎年のように車体が
大きく、クロームメッキなどを用いた装飾が派手に
なり、ついには飛行機の尾翼を思わせるテールフィ
ンを車体後部に装着するという状況だった。
　しかし1960年代になると、先進国で排出ガスに

よる大気汚染が問題となり始め、1970年には衝突
安全性能が重視されるようになる。続いてオイル
ショックも勃発した。
　それまで自由闊達なデザインとメカニズムで愛好
家を増やし続けてきた自動車は一転して、大気汚染
や交通事故、燃料消費率といった異なるベクトルで
の進化を余儀なくされるようになった。本稿では、
これ以降の自動車のデザイン面の変遷について、社
会や都市との関わりを交えながら紹介していく。

　社会性を意識した自動車はまず、欧州で生まれた。
米国とは違い、多くの国が第2次世界大戦の戦場と
なったために甚大な被害を被っており、その後も中
東戦争によって石油の供給が制限されるなど、何度
も試練が訪れていた。
　第2次世界大戦中には、いくつかのメーカーが戦
後の混乱を予想して安価な小型車の開発を進め、終
戦直後に世に送り出した。

グやペダルを持たない無人運転車であることも共通
する。ただし、e-Palette Conceptは個人の移動、公
共交通、物流のすべてに対応するとしており、情報
通信技術を駆使して移動中にさまざまなサービスを
提供し、新たなモビリティサービスの創出に貢献す
ることを想定している。
　さらにトヨタは、この車両を用いてモビリティ
サービスプラットフォームの構築を推進しようとし
ており、すでに初期パートナーとしてAmazon.com、
Pizza Hut、Uber Technologiesなどに参加してもら
うことも発表している。
　e-Palette Conceptについてトヨタは、2020年代
前半には米国などでサービス実証を目指すととも
に、2020年には一部機能を搭載した車両で東京オ
リンピック・パラリンピックのモビリティにも活用
するとしている。このコンセプトを軌道に乗せるこ
とが、明日のカーデザインの具現化につながるだ
ろう。
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　フランスのシトロエン2 CV、英国モーリス・マ
イナー、スウェーデンのボルボPV444などが代表
格となる。アドルフ・ヒトラーの指揮のもと、戦前
のうちに開発が終了していたドイツ（当時は西ドイ
ツ）のフォルクスワーゲン・ビートルも、結果的に
は同じタイミングで市販に移された。
　さらに、スエズ動乱（第2次中東戦争）が契機と
なったオイルショックでは、1959年に英国BMC

（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）
のMINI（Fig.1）が生まれた１）。
　車体前部に縦置きにして後輪を駆動していたエン
ジンを横向きにして前輪を駆動。サスペンションは
金属バネからラバーに換え、15インチが標準だっ
たホイール／タイヤは一気に10インチまで小型化
するなど、随所に画期的な設計が盛り込まれた。
　前衛的な設計でありながら、MINIが多くの人に
受け入れられたのは、全長約3mながら大人4人が
乗れ、国際ラリーでドイツの高性能スポーツカー、
ポルシェを破って優勝するほどの走行性能の高さを
秘めていたことが大きい。大衆車でありながらクラ
スレスであったことから、実際、富裕層がセカンド
カーとして乗ることも多く、老若男女を問わず受け
入れられ、2000年まで製造されるロングセラーに
なった。
　1970年代に入ると、自動車はさらに社会への適
応が求められるようになる。米国などで排出ガス規
制が始まり、数年後に勃発したオイルショックが後
押しとなって、経済的な小型車に注目が集まるよう
になる。
　この時期に誕生したのは、日本の本田技研工業

（ホンダ）が発表したシビック、フランスのルノー
5（サンク）、フォルクスワーゲンのゴルフなどで、
いずれもMINIと同じ前輪駆動2ボックススタイル
だった。他社もこのカテゴリーに次々に参入し、こ

れが小型車の定型になった。社会の要求に合わせて
生まれたカーデザインが、社会の主役になったので
ある。
　この時期にはもう一つの社会的な要求として、交
通事故死者の増加に対処すべく衝突安全基準の強化
も実施された。特に厳しかったのは米国であり、時
速5マイル以下ではボディに損傷を与えてはならな
いという通称5マイルバンパーの装着が義務付けら
れた。
　これに対して自動車メーカーは、当初は既存の車
体の前後に無骨なバンパーを備えていたが、まもな
くバンパー全体を樹脂で覆い、車体との一体感を強
めたデザインが目立ち始めた。現在、多くの乗用車
がボディとバンパーの境目のない造形となっている
が、これは安全基準強化がきっかけだったのである。

　1980年代になると、排出ガス規制や衝突安全規
制の強化が一段落したこともあり、乗用車は再び速
さや美しさといった自動車が根源的に持ち合わせて
いた魅力を前面に押し出すようになる。しかしそれ
も束の間、1990年代には再び二つの課題に直面す
ることになった。
　一つは地球温暖化である。1992年に開催された
地球サミット（国連環境開発会議）や京都議定書が
採択された5年後のCOP3（第3回気候変動枠組条
約締約国会議）などが契機となり、世界中で話題に
なり始めた。
　自動車の排気ガスは、有害ガスの排出量について
は排出ガス規制によって一定レベルに抑えられた
が、内燃機関である以上、温室効果ガスの主役的存
在である二酸化炭素の排出は避けられず、一部の新
興国で爆発的に自動車の台数が増えつつあったこと
もあり、自動車メーカーにも対策が求められること
となった。
　もう一つは都市への人口集中である。国連の統計
によれば、1950年には30%だった都市部の人口の
割合は、2010年には54%にまで高まったという２）。
この過程で当然ながら、都市部への自動車の流入も
問題になった。特に急成長を遂げた新興国の都市は、
慢性的な渋滞に悩まされることになった。
　こうした時代背景を受けて、ドイツのダイムラー

（当時の社名はダイムラー・ベンツ）が送り出した
のがSmart（Fig.2）だった３）。
　Smartの原案は時計会社のスウォッチが企画し

た。スウォッチのようにカジュアルなテイストのシ
ティコミューターを考えた。自動車メーカー以外か
らの発想という点もまた斬新だった。
　同社は当初、フォルクスワーゲンに話を持ちかけ
たが、同社はすでにシティコミューターの開発を進
めており、同じドイツのダイムラーと手を結ぶこと
になった。1994年に両社はMCC（マイクロ・カー・
カンパニー）という合弁企業を設立すると、4年後
にスウォッチ（Swatch）とメルセデス（Mercedes）
の頭文字にアート（Art）を組み合わせたSmartと
いう車名で発売した。
　車体の長さは約2.5mと、現在の軽自動車より1m
近く短く、乗車定員は2名だった。強固なスティー
ル製フレームにカラフルな樹脂製パネルを装着した
デザインは、卵形のフォルムともども新鮮な印象を
与えた。
　Smartのような車種がこれまで存在しなかったわ
けではない。第2次世界大戦直後と1970年代のオイ
ルショックの時期には、簡潔な2人乗り車体にス
クーター用小排気量エンジンを組み合わせたクワド
リシクル（四輪自転車を意味する仏語）と呼ばれる
車種が存在していた。主として郊外にある小都市の
高齢者向け移動手段として提供されてきた。
　一方のSmartは、軽自動車と同等のエンジンを搭
載しており、高速道路の巡航も可能だった。そのた
めクワドリシクルのカテゴリーには属さず、新しい
時代のシティコミューターとして認識された。
　しかし、Smartは売れなかった。そのためスウォッ
チは次第に資本を引き上げ、2000年に完全に撤退
した。2人しか乗れない割に高価だったこと、クワ
ドリシクルのような免許面の恩恵が受けられなかっ
たこともあるが、ダイムラーが画策した駐車場やレン
タカーなどの優遇措置が進まなかったこともあった。
　最後に紹介した優遇措置は、車体の小ささ故、駐

車空間が節約できる分、料金を割り引いたり、多人
数乗車や遠距離旅行をする際に他車を割安で借りら
れたりできるという内容だった。
　本気でSmartを都市内のモビリティツールとして
浸透させるなら、公共交通の導入と同じように、事
前に競合他社を含めて入念な説明が必要とされると
ころだが、ダイムラーの手段はやや強引だったようだ。
　その後もSmartは、二度のモデルチェンジを経験
しながら生産を続けているが、現行型ではルノーと
の共同開発生産となり、販売台数が稼げる4ドア4
人乗り仕様を加えるなど、当初の思想はかなり薄
まっている。
　Smartの登場と同じ時期には、日本のトヨタ自動
車からe-com（イーコム）、日産自動車からハイパー
ミニ、そして、ホンダからICVSシティパルと似た
車両が発表された。いずれも電気自動車で市街地走
行に専念しており、ITS技術を融合したカーシェア
リングの実証実験も行うなど、Smartより一歩踏み
込んだ内容になっていた。しかし、3台とも量産化
には至らず、まもなくプロジェクトは終了している。

　より現実的な意味での環境対応車として1997年
に登場したのが、世界初の市販ハイブリッド車であ
るトヨタのプリウスである。ガソリンエンジンと電
気モーターを結合し、バッテリーやインバーターを
搭載することで、市街地走行での環境性能を飛躍的
に高めた。世界各地で受け入れられ、その後の環境
対応自動車のベンチマークになったことは、多くの
人が認めるところである。
　プリウスはデザインも革新的だった。エクステリ
アは環境性能を高めるべく空気抵抗の少ない形状と
しており、その後のプリウスの伝統となった。イン
テリアでは液晶表示のセンターメーターとその下の
マルチディスプレイが斬新で、他の多くの車種に影
響を与えた。
　続いて電気自動車の量産車が登場する。我が国で
は2009年に三菱自動車工業のi-MiEV（アイミーブ）、
翌年、日産からリーフが発売された。海外では
2012年に米国テスラのモデルS（Fig.3）、次の年に
ドイツBMWのi3が登場した。
　このうちi-MiEVは既存の軽自動車の車体を流用
しており、リーフはデザインこそ独自であるものの、
プラットフォームは同クラスのガソリン車と同一で
ある。モデルSとi3は専用設計だが、モデルSはあ

えて既存の乗用車に近いフォルムとして人気を博し
たのに対し、個性的な造形を採用したi3は販売が低
迷している。
　Smartも直面したことだが、乗用車の購入層は予
想以上に保守的である。新しい技術については長所
より先に欠点を気に懸け、デザインについても大胆
すぎる造形は避ける傾向にある。これが電気自動車
にも当てはまった。
　電気自動車はエンジンやトランスミッションが不
要で、モーターはエンジンよりはるかに小型である
ことから、既存の自動車と全く異なるデザインが可
能になるといわれた。しかし、事前の予想ほど販売
台数が伸びなかったこともあり、ガソリン車と同じ
車体にモーターを積むという保守的なデザインが一
般的になっていく。
　その中で独自の魅力を打ち出したのがテスラだっ
た。同クラスのガソリン車が持つ高級感や躍動感を
強調するような線や光り物の演出は皆無に近く、車
内はスイッチを極力排した代わりに巨大な縦長の
ディスプレイを配しており、多くの機能をここでコ
ントロールし、自動運転につながる先進技術の追加
は、ソフトウェアのバージョンアップで対応すると
いうIT流の考えに則っていた。
　この後、自動車業界ではコネクテッドカー、つま
り情報通信技術を駆使した「つながる車」がトレン
ドになっていくが、テスラ・モデルSのディスプレ
イはその流れをいち早く取り込んでいた。

　21世紀になってもう一つ注目を集めた自動車関
連の動きにカーシェアリングがある。カーシェアリ
ングは1980年代にスイスで生まれたといわれ、
1990年代には北米でも展開が始まったが、本格的
な展開は2000年以降で、わが国最大手であるパー

ク24グループのタイムズカープラスは、2005年に
前身の会社がサービスを始めている。
　レンタカーと違い、貸出返却場所が無人であるこ
とが多いカーシェアリングは、ICTの普及によって
展開が可能になったサービスである。都市内に滞在
している車両の台数を削減し、無駄な空間となるこ
とが多い駐車場を有益な空間に置き換えるという主
目的を含め、社会との関わりが強いサービスといえ
る。しかし、車両については長い間、既存の乗用車
を用いるのが一般的だった。
　この点で一線を画したのが、2008年にスタート
したダイムラーのcar2go（カーツーゴー）で、車
両にはシティコミューターとして生まれたSmartを
起用した。販売にこだわってきたダイムラーが、よ
うやくSmartのキャラクターにふさわしいシェアに
目を向けた。
　特定のステーションを持たず、都市内の駐車場に
ある車両を利用者がスマートフォンなどで探して利
用し、返却も任意の駐車場にて行うというフリーフ
ローティング方式も、他の多くのカーシェアリング
とは異なる特筆できる点だった。Car2goの方針は
広く受け入れられ、現在では8カ国25都市で展開さ
れるまでになっている４）。
　2011年にフランスの首都パリでサービスを開始
したAutolib’（オートリブ／Fig.4）にも触れておく。
こちらは専用設計の4人乗り電気自動車を使ってお
り、登録作業を行う半円形の施設をはじめ、インフ
ラを含めたトータルデザインがなされていた。鉄道
など既存の公共交通に近い考えが導入されたのであ
る。借りた場所と異なる場所に返却できるワンウェ
イ方式を取り入れ、利便性を高めていた点も特徴
だった。
　当初から250カ所／250台という大規模体制でス
タートしたことが功を奏して、利用者は順調に増え
ており、5年後の2016年末には、周辺の100市町村
で約4,000台が稼働。共通の車両とインフラを使っ
たサービスは同じフランスのリヨンとボルドー、米
国インディアナポリス、英国ロンドンなどにも展開
している５）。

　6-1　ロンドンとニューヨークのタクシー車両
　この時期、カーシェアリングと同じように乗用車
を用いた公共交通であるタクシーにも変化が起きて
いる。

　バスやトラックが当初から社会とのつながりの中
で進化してきたが故に、流行に左右されない機能重
視の発展を遂げてきたのとは対照的に、タクシーは
長きにわたり、多くの都市が既存の乗用車を使用し
てきた。
　数少ない例外の一つが英国の首都ロンドンで、第
2次世界大戦前から現在に至るまで専用車両を用い
ている。一般的な乗用車に比べると背が高く、乗り
降りが楽であり、客室は折り畳みの補助席を用意す
るほど広大だった。ハンドル切れ角を大きくするな
ど、設計面でも工夫が凝らされていた。
　メガシティともなれば、タクシーの台数もかなり
多くなる。だからこそ都市景観の一部としてデザイ
ンやカラーへの配慮が求められる。ロンドンはあ
る意味で、一歩先を行っていたといえるかもしれ
ない。
　ロンドンのような専用車両の提案が過去になかっ
たわけではない。例えば、1976年にMoMA（ニュー
ヨーク近代美術館）が企画した次世代タクシーの展
示会では、カーデザイン界の巨匠といわれるイタリ
アのジョルジェット・ジウジアーロ氏が短く背の高
い箱型のタクシーを披露し話題になった。しかし、
量産化には至っていない。
　ところが21世紀になると、同じニューヨークの
タクシー＆リムジン委員会が2007年、次世代タク
シー車両のコンペを行うと発表し、2年後に募集を
開始した。最終選考には地元のフォード、わが国の
日産、トルコのカルサンの3社が残り、市民などに
よる投票の結果、選ばれたのは日産NV200だった。
　NV200は、日本ではNV200バネットの名前で
2009年に発売された小型商用車であり、タクシー
専用設計ではない。しかし、車いす利用者への対応、
電気自動車の設定（日本ではe-NV200として販売）
などが評価され、10年間独占契約を勝ち取った。

　その後、現地の一部タクシー業界団体が反発して
裁判にもなったが、2015年に米最高裁判所が独占
供給を認める判決を出し、導入が始まっている。な
お日本では、2010年からNV200バネットタクシー
として販売を開始しており、すでに各都市でその姿
を見かけることは多い。また、NV200はロンドン
でも、次期タクシー車両の1台として導入が決まっ
ている。
　6-2　2020年を目指したJPN TAXI 
　このままNV200がメガシティのタクシー標準車
になるのかと思われた中、日本ではもう一つの流れ
が生まれた。2013年の東京モーターショーにトヨ
タが試作車を公開し、4年後の昨年発売したJPN 
TAXI（ジャパンタクシー／Fig.5）である。こちらは、
他の乗用車や商用車の設計流用ではない完全な新型
車となった６）。
　トヨタは2015年、東京を含む2024年までの五輪・
パラリンピックの最高位スポンサー（ワールドワイ
ドパートナー）契約をIOC（国際オリンピック委員
会）、IPC（国際パラリンピック委員会）と結んだ。
日本企業で両方のワールドワイドパートナーとなっ
ているのは、同社とパナソニックのみである。
　この契約を結んだことにより、トヨタは乗用車
や商用車など、さまざまなモビリティ（乗り物）
を公共交通などに提供し、世界的なスポーツの祭
典を通じてアピールする機会を得た。同社はすで
に水素をエネルギー源とする燃料電池動力の路線
バスを開発し、東京都内で運行を開始している。
JPN TAXIも、この一環でプロジェクトが進んだ
ものと想像される。
　トヨタは、これまでもコンフォート（上級車種ク
ラウンコンフォートを含む）というタクシー専用車
を販売してきた。JPN TAXIはこれらの後継車であ
り、22年ぶりのモデルチェンジとなる。

　しかし、デザインは3ボックスの4ドアセダンで
背もさほど高くなかったコンフォートとは対照的
に、ミニバン並みに背が高いハッチバックとなった。
ロンドンタクシーを思わせるフォルムであり、近似
性を指摘する声もある。
　ロンドンタクシーやコンフォートが後輪駆動なの
に対し、JPN TAXIは前輪駆動であり、床はかなり
低い。客室ドアをスライド式としている点も異なる。
水平基調のフロントデザインも、丸型ヘッドランプ
を基調としたロンドンタクシーとは一線を画してお
り、日本らしさを醸し出している。
　ちなみに乗客が座る後席は座面を跳ね上げ、助手
席は折り畳みが可能で、スライドドアから車いすの
まま乗車できることもアピールポイントとなってい
る。パラリンピックを念頭に置いた設計といえるか
もしれない。
　深藍（こいあい）と呼ばれる黒に近い紺色の車体
色をイメージカラーとした点も特徴である。
　トヨタは2020年までに東京で1万台のJPN TAXI
を走らせることを目標としている。これは現在、東
京を走るタクシーの5分の1にあたる。独特のデザ
インということもあり、都市景観を左右する存在に
なることが予想される。それが現在のタクシーのよ
うに派手な原色をまとうと、景観に悪影響を及ぼす
恐れがある。
　タクシーを含めた公共交通は、利用者にとって分
かりやすく、かつ都市景観を乱さないデザインであ
ることが重要だと考えている。独特の姿でありなが
ら、黒塗りのロンドンのタクシーは好例といえる。
JPN TAXIが景観に配慮して深藍を選んだ見識は評
価したい。
　環境対策としては、わが国のタクシー業界で多用
されるLPGを燃料としたハイブリッドシステムの
採用が目新しい。通常のガソリンエンジンを積む
NV200タクシー、ディーゼルエンジンを搭載する
ロンドンタクシーと比較した場合のアドバンテージ
になる。
　NV200には電気自動車仕様も存在するが、現状
の電気自動車は充電に時間がかかり、満充電での航
続距離も限られる。自家用車に比べて走行距離が多
いタクシーの用途に適しているとは言い切れない部
分もある。燃料電池自動車ではこの問題は解消する
が、こちらはエネルギー源となる水素の充填ステー
ションが数えるほどしかなく、インフラとしては不
十分である。

　こうした状況を考えると、2020年を想定して
LPGハイブリッドを選択したのは賢明な判断に思
える。
　すでに東京では、JPN TAXIを見かける機会は珍
しくなくなった。タクシー会社に聞いた話では、JPN 
TAXIは運転手・乗客ともに評判は高く、車両価格
は従来より高価ではあるが、積極的に導入していき
たいとのことだった。
　現在、日本を走るタクシーの8割を占めるコン
フォートは生産を終了しており、JPN TAXIの切り
替えが順調に進めば、2020年までに東京で1万台と
いう数字は達成できるのではないかと予想してい
る。深藍のままでの増備が進めば、日本人のタクシー
に対するイメージは良い方向に変わるだろう。

　この時期、日本では軽自動車よりさらに小さな超
小型モビリティと呼ばれる企画に注目が集まり、
2012年には国土交通省が軽自動車規格をベースに
した超小型モビリティ認定制度を制定した３）。
　地球環境問題に乗用車が大きな影響を与えている
理由の一つに、1台あたりの乗車人数が少ない非効
率性がある。日本では乗用車の平均輸送人数は約
1.3人と、乗車定員を大きく下回っている。にもか
かわらず、軽自動車を含めて車体寸法は大型化が止
まらない。
　加えて我が国では、地方の過疎化と高齢化も問題
になり始めた。過疎化によって公共交通の維持が難
しい地域が増え、住民自らステアリングを握っての
移動が日常的となったが、こうした地域は高齢化も
進んでおり、認知症などによって運転機能が低下し
た高齢者によるペダル踏み間違い暴走事故や高速道
路での逆走事故などが目立つようになってきた。
　こうした状況を鑑みて、欧州のクワドリシクルの
日本版という位置付けで、超小型モビリティ認定制
度がつくられたのである。
　認定制度の誕生に合わせ、いくつかのベンチャー
企業が対応したほか、日産は2010年に、アライア
ンスを組むルノーと共同でニュー・モビリティ・コ
ンセプトを発表し、翌年には、ホンダもMC-βと呼
ばれることになる新型車を公開した。
　トヨタでは、グループ内のトヨタ車体が2000年
から原動機付四輪自転車登録のコムスを販売してお
り、2012年にはモデルチェンジを行った。さらに
トヨタ自動車でも、2013年に車体を傾けて曲がる

ことで安定した走りを実現したi-ROAD（アイロー
ド／Fig.6）を発表している。
　このうちコムスは１人乗り、残りはすべて2人乗
りであるが、いずれも一般的な乗用車のような横2
人掛けではなく、二輪車に近い前後方向の2人乗り
となっていた。全幅を狭めることで乗用車1台分の
駐車スペースに最大で4台駐車することを可能と
し、都市内の占有率を小さくすることを目的として
いた。
　将来的には認定制度ではなく、独自の規格制定が
期待された。しかしその後、カテゴリー制定に向け
た動きは停滞してしまう。実証実験はその後も各地
で行われたが、新型車の登場も控えめになってし
まった。
　理由はいろいろ考えられるが、軽自動車に慣れた
人々にとっては、冷暖房がないなど、快適性で劣る
超小型モビリティにわざわざ乗るという気持ちにな
らなかったことはあるだろう。また、車両を準備す
る自治体などにとっては、少量生産ゆえに車両価格
が軽自動車とさほど変わらないことも、普及の足か
せになったと予想できる。
　そしてもう一つ、過疎地の高齢者の移動手段とし
て新しい技術が提案されたことも大きい。その技術
とは自動運転である７）。

　8-1　Google参入の衝撃
　自動運転がここまで注目されるようになったきっ
かけは、米国のIT企業Google（グーグル）が2010
年に自動運転を開発中と発表したことが大きい８）。
ただし背景を見ると、Google自体が以前から自動
運転の研究を行っていたわけではなく、この分野に
精通した技術者がGoogleで開発を始めたという表
現の方が正しい。

　自動運転の歴史の流れを辿っていくと、米国で
2004年から3回行われた国防高等研究計画局

（DARPA）による自動運転車レースに行き着く９）。
DARPAは先進技術を使ったさまざまなチャレンジ
イベントを行っており、近年はロボットを対象にし
た競技が、2012年から4回開催された。
　組織の名称の中に国防と入っていることで分かる
ように、同レースには自動運転を軍事利用しようと
いう目的も一部あったようである。ただし参加者は、
陸海空軍や軍需産業の関係者ではなく、大学や民間
企業の研究室が母体となっていた。
　2004年に開催された最初のレースではゴールま
で到達した車両がおらず、翌年のレースでは、首位
で完走したスタンフォード大学が初の優勝者となっ
た。このときのチームリーダーがその後、グーグル
の自動運転プロジェクトの開発の中心人物になった
のである。
　彼は、自動車事故の多くは人為的ミスが原因であ
ることを各種統計結果によって導き出しており、人
工知能（AI）の進化によって人間を超える安全運
転が可能であると説いた。
　Googleは2005年から地図情報の提供を始めてい
る。このGoogleマップは高度なセンサーを車両の
ルーフに取り付け、走りながら計測を行うことで
データを取得。このデータを元に地図を作成して
いった。同社ではこの経験から、地図をクルマに読
み込ませ、センサーを使えば、自動でクルマを走ら
せ交通事故を減らせるのではないかと考えたようで
ある。
　当初のGoogleの自動運転車両は、トヨタ・プリ
ウスなど既存の車両を流用しており、地図情報取得
用車両と同じように車体の屋根にやぐらを組み、各
種センサーを載せた無骨な外見だった。しかし、
2014年になると一転、同社は完全自社開発の自動
運転車をセルフドライビングカー（Fig.7）の名と
ともに公開した。
　そのデザインは既存の多くの自動車とは違ってい
た。頭上にセンサーを載せた小柄な車体は卵形で、
ヘッドランプとセンサーからなる前面は子供の顔の
ように穏やかだった。走りのイメージを前面に押し
出すべく攻撃的な顔と姿を持つことが主流になりつ
つあった既存の乗用車とは、明らかに違う方向を目
指していた。
　2人乗りの車内にはハンドルもペダルもなく、当
初から完全自動運転を狙っていることが伺えた。グ

ループ内の動画公開サイトYouTube（ユーチュー
ブ）で映像を公開するというお披露目の仕方も、モー
ターショー会場やホテルなどで実車をお披露目する
ことが多い既存の新型車とは一線を画していた。
　特筆すべきは、このYouTubeでセルフドライビ
ングカーに乗るのが目の不自由な方や子供など、自
分では運転するのが難しい、いわゆる交通弱者に当
たる人々だったことである。
　既存の乗用車は個人が買って乗るというスタイル
から、貧富の差によって快適装備のみならず、安全
装備にも格差が生じていた。一方のGoogleは、Google
マップをはじめ、多くのサービスを無料で提供して
おり、社会インフラに近いスタンスを取っていた。
セルフドライビングカーも同様の立場にあり、単な
るビジネスを超えて、社会問題解決のためのツー
ルとして自動運転を送り出そうとしていることが
伺えた。
　8-2　自動車メーカーの自動運転対応
　自動車メーカーはGoogleが自動運転の話題を出
す前から、自動運転の研究開発を行っていた。その
一つがASV（アドバンスト・セーフティー・ビー
クル／先進安全自動車）で、日本では1991年に
ASV推進検討会が設置され、現在も検討が進めら
れている。
　ただし、その基本理念はGoogleのような完全自
動運転ではない。ASVでは基本理念としてドライ
バー支援の原則、ドライバー受容性の確保、社会受
容性の確保の3点を挙げており、あくまでドライ
バーが主体的に責任を持って運転するという前提に
立っている。現在の表現では運転支援システムに
近い。
　自動車の魅力の一つとして、自分の意志で自由に
移動できることがあり、自己否定になるような完全
自動運転は表に出さないという空気があった。しか

し、Googleが自動運転を研究開発中とアナウンス
すると、幾つかの自動車メーカーも自動運転をア
ピールするようになっていく。
　2011年に東京ビッグサイトで行われた第42回東
京モーターショーでは、トヨタ、日産、ホンダなど
が自動運転のコンセプトカーを出展し、デモ走行も
披露した。その後のメディア向けイベントなどで、
研究開発中の自動運転車両が披露された（Fig.8）。
　しかしながら、自動車メーカーの自動運転は、上
記のような経緯を辿ってきたこともあり、自動運転
を安全装備や快適装備の一つとして位置付けること
が多く、交通弱者を含めたすべての人に安全快適な
移動を提供したいというGoogleとは異なる考え方
だった。
　既存の自動車をベースにAIを搭載し、センサー
類を取り付け、車内は必要に応じてステアリングが
自動的に格納されるというデザインも、これまでの
自動車の歴史の延長線上に自動運転を置くという考
え方を反映していた。
　この時期、一部のメディアは自動車メーカーと
Googleを対立軸に置き、煽るような動きも見受け
られたが、上に記したように両者の自動運転に対す
るスタンスはかなり異なっていた。
　し か し な が ら、そ の 後Googleは、2015年 に
Alphabet（アルファベット）という名前の持ち株
会社を設立すると、翌年、自動運転部門を新会社
Waymo（ウェイモ）に移行。前後して米国FCA（フィ
アット・クライスラー）やわが国のホンダなどと提
携を結び、共同で自動運転を開発していくと表明し
た。2017年にはセルフドライビングカーの開発終
了も発表している。
　8-3　公共交通のための無人運転車
　これによって自動運転の進化は一元化されたと判
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断した人もいたが、同じ頃、欧州では、これとは異
なる自動運転の流れが少しずつ進行しつつあった。
欧州連合（EU）の助成型研究開発フレームワーク
プログラムの一つとして、2012年から4年間続けら
れたシティモビル2である10）。
　このプログラムは、2006年から6年間実施された
シティモビル1の後を受けて進められた。シティモ
ビル1では、空港内など限定された区域での無人運
転実験を行い、英国ロンドンのヒースロー空港など
で実用化に漕ぎ着けた。シティモビル2では、これ
を公道上での公共交通として導入するためのプロ
ジェクトが進められた。
　欧州内の45の企業・自治体・大学などがこのプ
ロジェクトに参加しており、総費用は約1,581万ユー
ロ。うち950万ユーロがEU助成金だった。実証実
験はスイスのローザンヌ、フィンランドのヴァン
ター、フランスのニースなど７カ所の大学構内や専
用道路で行われ、一般人を含めて6万人以上を乗せ
たという実績を残した。
　このシティモビル2は、前述したようにプログラ
ム自体は2016年で終了した。しかし入れ替わるよ
うに、ここから生まれた2台の無人運転車が独自に
実証実験を開始している。どちらもフランスのベン
チャー企業が製作したイージーマイルEZ10（Fig.9）
とナビヤ・アルマである。
　どちらも箱型の電気自動車で、ステアリングやペ
ダルを持たない無人運転車両である。操作系をなく
したことで車体前後の区別をなくし、鉄道車両のよ
うに、前後どちらにも進めるようにしたことが自動
車としては画期的である。
　EZ10を例に取ると、外寸は全長4m弱、全幅約
2m、全高3m弱で、立方体に近い。乗車定員は12
名で、着席6名、立ち席6名となっている。片側側
面に大きな電動両開きドアがあり、下にはやはり電
動でせり出すスロープが格納され、車いすやベビー
カー利用者のアクセスを容易にしている。1回の充
電で最高10時間走行が可能であり、最高速度は
40km/hとなっている。
　車両概要で分かるように2台は個人向けに販売は
せず、バスやタクシーなど公共交通としての運用を
前提としている。スイスのシオンという都市では旧
市街の移動用でアルマが走行中であり、わが国では
DeNA（ディー・エヌ・エー）がEZ10、ソフトバンク・
グループがアルマを輸入して、各地で実証実験を続
けている。

　このように自動運転の流れは、乗用車に限ってい
えばGoogleを取り込んだ自動車メーカー系と、欧
州のプログラムを源流とするITベンチャー系に大
別することができる。前者は高速道路での自動化が
主体で、一般向けに販売を目論んでおり、後者は都
市内の無人運転を想定し、公共交通としての提供が
前提という違いもある。
　自動化が進むと、一部のユーザーは所有に興味が
なくなるという予想もある。これを見据えて、所有
者と利用者を結び付けるスマートフォンのアプリを
提供するUber Technologies（ウーバー）などのラ
イドシェア企業は、将来的にメーカーから自動運転
車の供給を受けての自動化を考えており、すでに幾
つかの提携関係が生まれている。
　しかし現在、自動車メーカーが生産する乗用車の
多くは、都市内でのライドシェアに特化したデザイ
ンであるとは言い難い。EZ10やアルマなど新興企
業が開発した無人運転車の方が都市との親和性が高
い造形であることは、多くの人々が認めるところだ
ろう。
　デザインやメカニズムの個性で顧客の心をつか
み、多くの車両を販売して利益を上げるという従来
の自動車メーカーのビジネススタイルでは、回答を
導き出すことは難しい。都市に寄り添う車づくりが
必要となってくるだろう。
　その点で2018年1月、米国ラスベガスで開催され
たCES（家電見本市）でトヨタが発表したモビリ
ティサービス専用EV、e-Palette Concept（イーパ
レット・コンセプト／Fig.10）は、自動車メーカー
が本気で都市を見据えて開発した車両として特筆で
きる11）。
　車体はEZ10やアルマに似た箱型で、ステアリン

Fig.9　イージーマイルEZ10

　9.　今後の展開



　自動車が数ある工業製品の中でここまで普及した
のは、個人が好みのデザインやメカニズムを選び、
いつでもどこでも移動していけるという自由さに
あったと認識している。だから、カーデザインにつ
いても機能的側面のみならず、ユーザーが買いたい
と思える嗜好的側面が重視された。
　代表格が1950年代の米国車である。いわゆる自
動車先進国の中で、第2次世界大戦の国土被害が皆
無に近かった米国の自動車は、毎年のように車体が
大きく、クロームメッキなどを用いた装飾が派手に
なり、ついには飛行機の尾翼を思わせるテールフィ
ンを車体後部に装着するという状況だった。
　しかし1960年代になると、先進国で排出ガスに

よる大気汚染が問題となり始め、1970年には衝突
安全性能が重視されるようになる。続いてオイル
ショックも勃発した。
　それまで自由闊達なデザインとメカニズムで愛好
家を増やし続けてきた自動車は一転して、大気汚染
や交通事故、燃料消費率といった異なるベクトルで
の進化を余儀なくされるようになった。本稿では、
これ以降の自動車のデザイン面の変遷について、社
会や都市との関わりを交えながら紹介していく。

　社会性を意識した自動車はまず、欧州で生まれた。
米国とは違い、多くの国が第2次世界大戦の戦場と
なったために甚大な被害を被っており、その後も中
東戦争によって石油の供給が制限されるなど、何度
も試練が訪れていた。
　第2次世界大戦中には、いくつかのメーカーが戦
後の混乱を予想して安価な小型車の開発を進め、終
戦直後に世に送り出した。
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グやペダルを持たない無人運転車であることも共通
する。ただし、e-Palette Conceptは個人の移動、公
共交通、物流のすべてに対応するとしており、情報
通信技術を駆使して移動中にさまざまなサービスを
提供し、新たなモビリティサービスの創出に貢献す
ることを想定している。
　さらにトヨタは、この車両を用いてモビリティ
サービスプラットフォームの構築を推進しようとし
ており、すでに初期パートナーとしてAmazon.com、
Pizza Hut、Uber Technologiesなどに参加してもら
うことも発表している。
　e-Palette Conceptについてトヨタは、2020年代
前半には米国などでサービス実証を目指すととも
に、2020年には一部機能を搭載した車両で東京オ
リンピック・パラリンピックのモビリティにも活用
するとしている。このコンセプトを軌道に乗せるこ
とが、明日のカーデザインの具現化につながるだ
ろう。
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Fig.10　e-Palette Concept（写真提供・トヨタ自動車）

　フランスのシトロエン2 CV、英国モーリス・マ
イナー、スウェーデンのボルボPV444などが代表
格となる。アドルフ・ヒトラーの指揮のもと、戦前
のうちに開発が終了していたドイツ（当時は西ドイ
ツ）のフォルクスワーゲン・ビートルも、結果的に
は同じタイミングで市販に移された。
　さらに、スエズ動乱（第2次中東戦争）が契機と
なったオイルショックでは、1959年に英国BMC

（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）
のMINI（Fig.1）が生まれた１）。
　車体前部に縦置きにして後輪を駆動していたエン
ジンを横向きにして前輪を駆動。サスペンションは
金属バネからラバーに換え、15インチが標準だっ
たホイール／タイヤは一気に10インチまで小型化
するなど、随所に画期的な設計が盛り込まれた。
　前衛的な設計でありながら、MINIが多くの人に
受け入れられたのは、全長約3mながら大人4人が
乗れ、国際ラリーでドイツの高性能スポーツカー、
ポルシェを破って優勝するほどの走行性能の高さを
秘めていたことが大きい。大衆車でありながらクラ
スレスであったことから、実際、富裕層がセカンド
カーとして乗ることも多く、老若男女を問わず受け
入れられ、2000年まで製造されるロングセラーに
なった。
　1970年代に入ると、自動車はさらに社会への適
応が求められるようになる。米国などで排出ガス規
制が始まり、数年後に勃発したオイルショックが後
押しとなって、経済的な小型車に注目が集まるよう
になる。
　この時期に誕生したのは、日本の本田技研工業

（ホンダ）が発表したシビック、フランスのルノー
5（サンク）、フォルクスワーゲンのゴルフなどで、
いずれもMINIと同じ前輪駆動2ボックススタイル
だった。他社もこのカテゴリーに次々に参入し、こ

れが小型車の定型になった。社会の要求に合わせて
生まれたカーデザインが、社会の主役になったので
ある。
　この時期にはもう一つの社会的な要求として、交
通事故死者の増加に対処すべく衝突安全基準の強化
も実施された。特に厳しかったのは米国であり、時
速5マイル以下ではボディに損傷を与えてはならな
いという通称5マイルバンパーの装着が義務付けら
れた。
　これに対して自動車メーカーは、当初は既存の車
体の前後に無骨なバンパーを備えていたが、まもな
くバンパー全体を樹脂で覆い、車体との一体感を強
めたデザインが目立ち始めた。現在、多くの乗用車
がボディとバンパーの境目のない造形となっている
が、これは安全基準強化がきっかけだったのである。

　1980年代になると、排出ガス規制や衝突安全規
制の強化が一段落したこともあり、乗用車は再び速
さや美しさといった自動車が根源的に持ち合わせて
いた魅力を前面に押し出すようになる。しかしそれ
も束の間、1990年代には再び二つの課題に直面す
ることになった。
　一つは地球温暖化である。1992年に開催された
地球サミット（国連環境開発会議）や京都議定書が
採択された5年後のCOP3（第3回気候変動枠組条
約締約国会議）などが契機となり、世界中で話題に
なり始めた。
　自動車の排気ガスは、有害ガスの排出量について
は排出ガス規制によって一定レベルに抑えられた
が、内燃機関である以上、温室効果ガスの主役的存
在である二酸化炭素の排出は避けられず、一部の新
興国で爆発的に自動車の台数が増えつつあったこと
もあり、自動車メーカーにも対策が求められること
となった。
　もう一つは都市への人口集中である。国連の統計
によれば、1950年には30%だった都市部の人口の
割合は、2010年には54%にまで高まったという２）。
この過程で当然ながら、都市部への自動車の流入も
問題になった。特に急成長を遂げた新興国の都市は、
慢性的な渋滞に悩まされることになった。
　こうした時代背景を受けて、ドイツのダイムラー

（当時の社名はダイムラー・ベンツ）が送り出した
のがSmart（Fig.2）だった３）。
　Smartの原案は時計会社のスウォッチが企画し

た。スウォッチのようにカジュアルなテイストのシ
ティコミューターを考えた。自動車メーカー以外か
らの発想という点もまた斬新だった。
　同社は当初、フォルクスワーゲンに話を持ちかけ
たが、同社はすでにシティコミューターの開発を進
めており、同じドイツのダイムラーと手を結ぶこと
になった。1994年に両社はMCC（マイクロ・カー・
カンパニー）という合弁企業を設立すると、4年後
にスウォッチ（Swatch）とメルセデス（Mercedes）
の頭文字にアート（Art）を組み合わせたSmartと
いう車名で発売した。
　車体の長さは約2.5mと、現在の軽自動車より1m
近く短く、乗車定員は2名だった。強固なスティー
ル製フレームにカラフルな樹脂製パネルを装着した
デザインは、卵形のフォルムともども新鮮な印象を
与えた。
　Smartのような車種がこれまで存在しなかったわ
けではない。第2次世界大戦直後と1970年代のオイ
ルショックの時期には、簡潔な2人乗り車体にス
クーター用小排気量エンジンを組み合わせたクワド
リシクル（四輪自転車を意味する仏語）と呼ばれる
車種が存在していた。主として郊外にある小都市の
高齢者向け移動手段として提供されてきた。
　一方のSmartは、軽自動車と同等のエンジンを搭
載しており、高速道路の巡航も可能だった。そのた
めクワドリシクルのカテゴリーには属さず、新しい
時代のシティコミューターとして認識された。
　しかし、Smartは売れなかった。そのためスウォッ
チは次第に資本を引き上げ、2000年に完全に撤退
した。2人しか乗れない割に高価だったこと、クワ
ドリシクルのような免許面の恩恵が受けられなかっ
たこともあるが、ダイムラーが画策した駐車場やレン
タカーなどの優遇措置が進まなかったこともあった。
　最後に紹介した優遇措置は、車体の小ささ故、駐

車空間が節約できる分、料金を割り引いたり、多人
数乗車や遠距離旅行をする際に他車を割安で借りら
れたりできるという内容だった。
　本気でSmartを都市内のモビリティツールとして
浸透させるなら、公共交通の導入と同じように、事
前に競合他社を含めて入念な説明が必要とされると
ころだが、ダイムラーの手段はやや強引だったようだ。
　その後もSmartは、二度のモデルチェンジを経験
しながら生産を続けているが、現行型ではルノーと
の共同開発生産となり、販売台数が稼げる4ドア4
人乗り仕様を加えるなど、当初の思想はかなり薄
まっている。
　Smartの登場と同じ時期には、日本のトヨタ自動
車からe-com（イーコム）、日産自動車からハイパー
ミニ、そして、ホンダからICVSシティパルと似た
車両が発表された。いずれも電気自動車で市街地走
行に専念しており、ITS技術を融合したカーシェア
リングの実証実験も行うなど、Smartより一歩踏み
込んだ内容になっていた。しかし、3台とも量産化
には至らず、まもなくプロジェクトは終了している。

　より現実的な意味での環境対応車として1997年
に登場したのが、世界初の市販ハイブリッド車であ
るトヨタのプリウスである。ガソリンエンジンと電
気モーターを結合し、バッテリーやインバーターを
搭載することで、市街地走行での環境性能を飛躍的
に高めた。世界各地で受け入れられ、その後の環境
対応自動車のベンチマークになったことは、多くの
人が認めるところである。
　プリウスはデザインも革新的だった。エクステリ
アは環境性能を高めるべく空気抵抗の少ない形状と
しており、その後のプリウスの伝統となった。イン
テリアでは液晶表示のセンターメーターとその下の
マルチディスプレイが斬新で、他の多くの車種に影
響を与えた。
　続いて電気自動車の量産車が登場する。我が国で
は2009年に三菱自動車工業のi-MiEV（アイミーブ）、
翌年、日産からリーフが発売された。海外では
2012年に米国テスラのモデルS（Fig.3）、次の年に
ドイツBMWのi3が登場した。
　このうちi-MiEVは既存の軽自動車の車体を流用
しており、リーフはデザインこそ独自であるものの、
プラットフォームは同クラスのガソリン車と同一で
ある。モデルSとi3は専用設計だが、モデルSはあ

えて既存の乗用車に近いフォルムとして人気を博し
たのに対し、個性的な造形を採用したi3は販売が低
迷している。
　Smartも直面したことだが、乗用車の購入層は予
想以上に保守的である。新しい技術については長所
より先に欠点を気に懸け、デザインについても大胆
すぎる造形は避ける傾向にある。これが電気自動車
にも当てはまった。
　電気自動車はエンジンやトランスミッションが不
要で、モーターはエンジンよりはるかに小型である
ことから、既存の自動車と全く異なるデザインが可
能になるといわれた。しかし、事前の予想ほど販売
台数が伸びなかったこともあり、ガソリン車と同じ
車体にモーターを積むという保守的なデザインが一
般的になっていく。
　その中で独自の魅力を打ち出したのがテスラだっ
た。同クラスのガソリン車が持つ高級感や躍動感を
強調するような線や光り物の演出は皆無に近く、車
内はスイッチを極力排した代わりに巨大な縦長の
ディスプレイを配しており、多くの機能をここでコ
ントロールし、自動運転につながる先進技術の追加
は、ソフトウェアのバージョンアップで対応すると
いうIT流の考えに則っていた。
　この後、自動車業界ではコネクテッドカー、つま
り情報通信技術を駆使した「つながる車」がトレン
ドになっていくが、テスラ・モデルSのディスプレ
イはその流れをいち早く取り込んでいた。

　21世紀になってもう一つ注目を集めた自動車関
連の動きにカーシェアリングがある。カーシェアリ
ングは1980年代にスイスで生まれたといわれ、
1990年代には北米でも展開が始まったが、本格的
な展開は2000年以降で、わが国最大手であるパー

ク24グループのタイムズカープラスは、2005年に
前身の会社がサービスを始めている。
　レンタカーと違い、貸出返却場所が無人であるこ
とが多いカーシェアリングは、ICTの普及によって
展開が可能になったサービスである。都市内に滞在
している車両の台数を削減し、無駄な空間となるこ
とが多い駐車場を有益な空間に置き換えるという主
目的を含め、社会との関わりが強いサービスといえ
る。しかし、車両については長い間、既存の乗用車
を用いるのが一般的だった。
　この点で一線を画したのが、2008年にスタート
したダイムラーのcar2go（カーツーゴー）で、車
両にはシティコミューターとして生まれたSmartを
起用した。販売にこだわってきたダイムラーが、よ
うやくSmartのキャラクターにふさわしいシェアに
目を向けた。
　特定のステーションを持たず、都市内の駐車場に
ある車両を利用者がスマートフォンなどで探して利
用し、返却も任意の駐車場にて行うというフリーフ
ローティング方式も、他の多くのカーシェアリング
とは異なる特筆できる点だった。Car2goの方針は
広く受け入れられ、現在では8カ国25都市で展開さ
れるまでになっている４）。
　2011年にフランスの首都パリでサービスを開始
したAutolib’（オートリブ／Fig.4）にも触れておく。
こちらは専用設計の4人乗り電気自動車を使ってお
り、登録作業を行う半円形の施設をはじめ、インフ
ラを含めたトータルデザインがなされていた。鉄道
など既存の公共交通に近い考えが導入されたのであ
る。借りた場所と異なる場所に返却できるワンウェ
イ方式を取り入れ、利便性を高めていた点も特徴
だった。
　当初から250カ所／250台という大規模体制でス
タートしたことが功を奏して、利用者は順調に増え
ており、5年後の2016年末には、周辺の100市町村
で約4,000台が稼働。共通の車両とインフラを使っ
たサービスは同じフランスのリヨンとボルドー、米
国インディアナポリス、英国ロンドンなどにも展開
している５）。

　6-1　ロンドンとニューヨークのタクシー車両
　この時期、カーシェアリングと同じように乗用車
を用いた公共交通であるタクシーにも変化が起きて
いる。

　バスやトラックが当初から社会とのつながりの中
で進化してきたが故に、流行に左右されない機能重
視の発展を遂げてきたのとは対照的に、タクシーは
長きにわたり、多くの都市が既存の乗用車を使用し
てきた。
　数少ない例外の一つが英国の首都ロンドンで、第
2次世界大戦前から現在に至るまで専用車両を用い
ている。一般的な乗用車に比べると背が高く、乗り
降りが楽であり、客室は折り畳みの補助席を用意す
るほど広大だった。ハンドル切れ角を大きくするな
ど、設計面でも工夫が凝らされていた。
　メガシティともなれば、タクシーの台数もかなり
多くなる。だからこそ都市景観の一部としてデザイ
ンやカラーへの配慮が求められる。ロンドンはあ
る意味で、一歩先を行っていたといえるかもしれ
ない。
　ロンドンのような専用車両の提案が過去になかっ
たわけではない。例えば、1976年にMoMA（ニュー
ヨーク近代美術館）が企画した次世代タクシーの展
示会では、カーデザイン界の巨匠といわれるイタリ
アのジョルジェット・ジウジアーロ氏が短く背の高
い箱型のタクシーを披露し話題になった。しかし、
量産化には至っていない。
　ところが21世紀になると、同じニューヨークの
タクシー＆リムジン委員会が2007年、次世代タク
シー車両のコンペを行うと発表し、2年後に募集を
開始した。最終選考には地元のフォード、わが国の
日産、トルコのカルサンの3社が残り、市民などに
よる投票の結果、選ばれたのは日産NV200だった。
　NV200は、日本ではNV200バネットの名前で
2009年に発売された小型商用車であり、タクシー
専用設計ではない。しかし、車いす利用者への対応、
電気自動車の設定（日本ではe-NV200として販売）
などが評価され、10年間独占契約を勝ち取った。

　その後、現地の一部タクシー業界団体が反発して
裁判にもなったが、2015年に米最高裁判所が独占
供給を認める判決を出し、導入が始まっている。な
お日本では、2010年からNV200バネットタクシー
として販売を開始しており、すでに各都市でその姿
を見かけることは多い。また、NV200はロンドン
でも、次期タクシー車両の1台として導入が決まっ
ている。
　6-2　2020年を目指したJPN TAXI 
　このままNV200がメガシティのタクシー標準車
になるのかと思われた中、日本ではもう一つの流れ
が生まれた。2013年の東京モーターショーにトヨ
タが試作車を公開し、4年後の昨年発売したJPN 
TAXI（ジャパンタクシー／Fig.5）である。こちらは、
他の乗用車や商用車の設計流用ではない完全な新型
車となった６）。
　トヨタは2015年、東京を含む2024年までの五輪・
パラリンピックの最高位スポンサー（ワールドワイ
ドパートナー）契約をIOC（国際オリンピック委員
会）、IPC（国際パラリンピック委員会）と結んだ。
日本企業で両方のワールドワイドパートナーとなっ
ているのは、同社とパナソニックのみである。
　この契約を結んだことにより、トヨタは乗用車
や商用車など、さまざまなモビリティ（乗り物）
を公共交通などに提供し、世界的なスポーツの祭
典を通じてアピールする機会を得た。同社はすで
に水素をエネルギー源とする燃料電池動力の路線
バスを開発し、東京都内で運行を開始している。
JPN TAXIも、この一環でプロジェクトが進んだ
ものと想像される。
　トヨタは、これまでもコンフォート（上級車種ク
ラウンコンフォートを含む）というタクシー専用車
を販売してきた。JPN TAXIはこれらの後継車であ
り、22年ぶりのモデルチェンジとなる。

　しかし、デザインは3ボックスの4ドアセダンで
背もさほど高くなかったコンフォートとは対照的
に、ミニバン並みに背が高いハッチバックとなった。
ロンドンタクシーを思わせるフォルムであり、近似
性を指摘する声もある。
　ロンドンタクシーやコンフォートが後輪駆動なの
に対し、JPN TAXIは前輪駆動であり、床はかなり
低い。客室ドアをスライド式としている点も異なる。
水平基調のフロントデザインも、丸型ヘッドランプ
を基調としたロンドンタクシーとは一線を画してお
り、日本らしさを醸し出している。
　ちなみに乗客が座る後席は座面を跳ね上げ、助手
席は折り畳みが可能で、スライドドアから車いすの
まま乗車できることもアピールポイントとなってい
る。パラリンピックを念頭に置いた設計といえるか
もしれない。
　深藍（こいあい）と呼ばれる黒に近い紺色の車体
色をイメージカラーとした点も特徴である。
　トヨタは2020年までに東京で1万台のJPN TAXI
を走らせることを目標としている。これは現在、東
京を走るタクシーの5分の1にあたる。独特のデザ
インということもあり、都市景観を左右する存在に
なることが予想される。それが現在のタクシーのよ
うに派手な原色をまとうと、景観に悪影響を及ぼす
恐れがある。
　タクシーを含めた公共交通は、利用者にとって分
かりやすく、かつ都市景観を乱さないデザインであ
ることが重要だと考えている。独特の姿でありなが
ら、黒塗りのロンドンのタクシーは好例といえる。
JPN TAXIが景観に配慮して深藍を選んだ見識は評
価したい。
　環境対策としては、わが国のタクシー業界で多用
されるLPGを燃料としたハイブリッドシステムの
採用が目新しい。通常のガソリンエンジンを積む
NV200タクシー、ディーゼルエンジンを搭載する
ロンドンタクシーと比較した場合のアドバンテージ
になる。
　NV200には電気自動車仕様も存在するが、現状
の電気自動車は充電に時間がかかり、満充電での航
続距離も限られる。自家用車に比べて走行距離が多
いタクシーの用途に適しているとは言い切れない部
分もある。燃料電池自動車ではこの問題は解消する
が、こちらはエネルギー源となる水素の充填ステー
ションが数えるほどしかなく、インフラとしては不
十分である。

　こうした状況を考えると、2020年を想定して
LPGハイブリッドを選択したのは賢明な判断に思
える。
　すでに東京では、JPN TAXIを見かける機会は珍
しくなくなった。タクシー会社に聞いた話では、JPN 
TAXIは運転手・乗客ともに評判は高く、車両価格
は従来より高価ではあるが、積極的に導入していき
たいとのことだった。
　現在、日本を走るタクシーの8割を占めるコン
フォートは生産を終了しており、JPN TAXIの切り
替えが順調に進めば、2020年までに東京で1万台と
いう数字は達成できるのではないかと予想してい
る。深藍のままでの増備が進めば、日本人のタクシー
に対するイメージは良い方向に変わるだろう。

　この時期、日本では軽自動車よりさらに小さな超
小型モビリティと呼ばれる企画に注目が集まり、
2012年には国土交通省が軽自動車規格をベースに
した超小型モビリティ認定制度を制定した３）。
　地球環境問題に乗用車が大きな影響を与えている
理由の一つに、1台あたりの乗車人数が少ない非効
率性がある。日本では乗用車の平均輸送人数は約
1.3人と、乗車定員を大きく下回っている。にもか
かわらず、軽自動車を含めて車体寸法は大型化が止
まらない。
　加えて我が国では、地方の過疎化と高齢化も問題
になり始めた。過疎化によって公共交通の維持が難
しい地域が増え、住民自らステアリングを握っての
移動が日常的となったが、こうした地域は高齢化も
進んでおり、認知症などによって運転機能が低下し
た高齢者によるペダル踏み間違い暴走事故や高速道
路での逆走事故などが目立つようになってきた。
　こうした状況を鑑みて、欧州のクワドリシクルの
日本版という位置付けで、超小型モビリティ認定制
度がつくられたのである。
　認定制度の誕生に合わせ、いくつかのベンチャー
企業が対応したほか、日産は2010年に、アライア
ンスを組むルノーと共同でニュー・モビリティ・コ
ンセプトを発表し、翌年には、ホンダもMC-βと呼
ばれることになる新型車を公開した。
　トヨタでは、グループ内のトヨタ車体が2000年
から原動機付四輪自転車登録のコムスを販売してお
り、2012年にはモデルチェンジを行った。さらに
トヨタ自動車でも、2013年に車体を傾けて曲がる

ことで安定した走りを実現したi-ROAD（アイロー
ド／Fig.6）を発表している。
　このうちコムスは１人乗り、残りはすべて2人乗
りであるが、いずれも一般的な乗用車のような横2
人掛けではなく、二輪車に近い前後方向の2人乗り
となっていた。全幅を狭めることで乗用車1台分の
駐車スペースに最大で4台駐車することを可能と
し、都市内の占有率を小さくすることを目的として
いた。
　将来的には認定制度ではなく、独自の規格制定が
期待された。しかしその後、カテゴリー制定に向け
た動きは停滞してしまう。実証実験はその後も各地
で行われたが、新型車の登場も控えめになってし
まった。
　理由はいろいろ考えられるが、軽自動車に慣れた
人々にとっては、冷暖房がないなど、快適性で劣る
超小型モビリティにわざわざ乗るという気持ちにな
らなかったことはあるだろう。また、車両を準備す
る自治体などにとっては、少量生産ゆえに車両価格
が軽自動車とさほど変わらないことも、普及の足か
せになったと予想できる。
　そしてもう一つ、過疎地の高齢者の移動手段とし
て新しい技術が提案されたことも大きい。その技術
とは自動運転である７）。

　8-1　Google参入の衝撃
　自動運転がここまで注目されるようになったきっ
かけは、米国のIT企業Google（グーグル）が2010
年に自動運転を開発中と発表したことが大きい８）。
ただし背景を見ると、Google自体が以前から自動
運転の研究を行っていたわけではなく、この分野に
精通した技術者がGoogleで開発を始めたという表
現の方が正しい。

　自動運転の歴史の流れを辿っていくと、米国で
2004年から3回行われた国防高等研究計画局

（DARPA）による自動運転車レースに行き着く９）。
DARPAは先進技術を使ったさまざまなチャレンジ
イベントを行っており、近年はロボットを対象にし
た競技が、2012年から4回開催された。
　組織の名称の中に国防と入っていることで分かる
ように、同レースには自動運転を軍事利用しようと
いう目的も一部あったようである。ただし参加者は、
陸海空軍や軍需産業の関係者ではなく、大学や民間
企業の研究室が母体となっていた。
　2004年に開催された最初のレースではゴールま
で到達した車両がおらず、翌年のレースでは、首位
で完走したスタンフォード大学が初の優勝者となっ
た。このときのチームリーダーがその後、グーグル
の自動運転プロジェクトの開発の中心人物になった
のである。
　彼は、自動車事故の多くは人為的ミスが原因であ
ることを各種統計結果によって導き出しており、人
工知能（AI）の進化によって人間を超える安全運
転が可能であると説いた。
　Googleは2005年から地図情報の提供を始めてい
る。このGoogleマップは高度なセンサーを車両の
ルーフに取り付け、走りながら計測を行うことで
データを取得。このデータを元に地図を作成して
いった。同社ではこの経験から、地図をクルマに読
み込ませ、センサーを使えば、自動でクルマを走ら
せ交通事故を減らせるのではないかと考えたようで
ある。
　当初のGoogleの自動運転車両は、トヨタ・プリ
ウスなど既存の車両を流用しており、地図情報取得
用車両と同じように車体の屋根にやぐらを組み、各
種センサーを載せた無骨な外見だった。しかし、
2014年になると一転、同社は完全自社開発の自動
運転車をセルフドライビングカー（Fig.7）の名と
ともに公開した。
　そのデザインは既存の多くの自動車とは違ってい
た。頭上にセンサーを載せた小柄な車体は卵形で、
ヘッドランプとセンサーからなる前面は子供の顔の
ように穏やかだった。走りのイメージを前面に押し
出すべく攻撃的な顔と姿を持つことが主流になりつ
つあった既存の乗用車とは、明らかに違う方向を目
指していた。
　2人乗りの車内にはハンドルもペダルもなく、当
初から完全自動運転を狙っていることが伺えた。グ

ループ内の動画公開サイトYouTube（ユーチュー
ブ）で映像を公開するというお披露目の仕方も、モー
ターショー会場やホテルなどで実車をお披露目する
ことが多い既存の新型車とは一線を画していた。
　特筆すべきは、このYouTubeでセルフドライビ
ングカーに乗るのが目の不自由な方や子供など、自
分では運転するのが難しい、いわゆる交通弱者に当
たる人々だったことである。
　既存の乗用車は個人が買って乗るというスタイル
から、貧富の差によって快適装備のみならず、安全
装備にも格差が生じていた。一方のGoogleは、Google
マップをはじめ、多くのサービスを無料で提供して
おり、社会インフラに近いスタンスを取っていた。
セルフドライビングカーも同様の立場にあり、単な
るビジネスを超えて、社会問題解決のためのツー
ルとして自動運転を送り出そうとしていることが
伺えた。
　8-2　自動車メーカーの自動運転対応
　自動車メーカーはGoogleが自動運転の話題を出
す前から、自動運転の研究開発を行っていた。その
一つがASV（アドバンスト・セーフティー・ビー
クル／先進安全自動車）で、日本では1991年に
ASV推進検討会が設置され、現在も検討が進めら
れている。
　ただし、その基本理念はGoogleのような完全自
動運転ではない。ASVでは基本理念としてドライ
バー支援の原則、ドライバー受容性の確保、社会受
容性の確保の3点を挙げており、あくまでドライ
バーが主体的に責任を持って運転するという前提に
立っている。現在の表現では運転支援システムに
近い。
　自動車の魅力の一つとして、自分の意志で自由に
移動できることがあり、自己否定になるような完全
自動運転は表に出さないという空気があった。しか

し、Googleが自動運転を研究開発中とアナウンス
すると、幾つかの自動車メーカーも自動運転をア
ピールするようになっていく。
　2011年に東京ビッグサイトで行われた第42回東
京モーターショーでは、トヨタ、日産、ホンダなど
が自動運転のコンセプトカーを出展し、デモ走行も
披露した。その後のメディア向けイベントなどで、
研究開発中の自動運転車両が披露された（Fig.8）。
　しかしながら、自動車メーカーの自動運転は、上
記のような経緯を辿ってきたこともあり、自動運転
を安全装備や快適装備の一つとして位置付けること
が多く、交通弱者を含めたすべての人に安全快適な
移動を提供したいというGoogleとは異なる考え方
だった。
　既存の自動車をベースにAIを搭載し、センサー
類を取り付け、車内は必要に応じてステアリングが
自動的に格納されるというデザインも、これまでの
自動車の歴史の延長線上に自動運転を置くという考
え方を反映していた。
　この時期、一部のメディアは自動車メーカーと
Googleを対立軸に置き、煽るような動きも見受け
られたが、上に記したように両者の自動運転に対す
るスタンスはかなり異なっていた。
　し か し な が ら、そ の 後Googleは、2015年 に
Alphabet（アルファベット）という名前の持ち株
会社を設立すると、翌年、自動運転部門を新会社
Waymo（ウェイモ）に移行。前後して米国FCA（フィ
アット・クライスラー）やわが国のホンダなどと提
携を結び、共同で自動運転を開発していくと表明し
た。2017年にはセルフドライビングカーの開発終
了も発表している。
　8-3　公共交通のための無人運転車
　これによって自動運転の進化は一元化されたと判

断した人もいたが、同じ頃、欧州では、これとは異
なる自動運転の流れが少しずつ進行しつつあった。
欧州連合（EU）の助成型研究開発フレームワーク
プログラムの一つとして、2012年から4年間続けら
れたシティモビル2である10）。
　このプログラムは、2006年から6年間実施された
シティモビル1の後を受けて進められた。シティモ
ビル1では、空港内など限定された区域での無人運
転実験を行い、英国ロンドンのヒースロー空港など
で実用化に漕ぎ着けた。シティモビル2では、これ
を公道上での公共交通として導入するためのプロ
ジェクトが進められた。
　欧州内の45の企業・自治体・大学などがこのプ
ロジェクトに参加しており、総費用は約1,581万ユー
ロ。うち950万ユーロがEU助成金だった。実証実
験はスイスのローザンヌ、フィンランドのヴァン
ター、フランスのニースなど７カ所の大学構内や専
用道路で行われ、一般人を含めて6万人以上を乗せ
たという実績を残した。
　このシティモビル2は、前述したようにプログラ
ム自体は2016年で終了した。しかし入れ替わるよ
うに、ここから生まれた2台の無人運転車が独自に
実証実験を開始している。どちらもフランスのベン
チャー企業が製作したイージーマイルEZ10（Fig.9）
とナビヤ・アルマである。
　どちらも箱型の電気自動車で、ステアリングやペ
ダルを持たない無人運転車両である。操作系をなく
したことで車体前後の区別をなくし、鉄道車両のよ
うに、前後どちらにも進めるようにしたことが自動
車としては画期的である。
　EZ10を例に取ると、外寸は全長4m弱、全幅約
2m、全高3m弱で、立方体に近い。乗車定員は12
名で、着席6名、立ち席6名となっている。片側側
面に大きな電動両開きドアがあり、下にはやはり電
動でせり出すスロープが格納され、車いすやベビー
カー利用者のアクセスを容易にしている。1回の充
電で最高10時間走行が可能であり、最高速度は
40km/hとなっている。
　車両概要で分かるように2台は個人向けに販売は
せず、バスやタクシーなど公共交通としての運用を
前提としている。スイスのシオンという都市では旧
市街の移動用でアルマが走行中であり、わが国では
DeNA（ディー・エヌ・エー）がEZ10、ソフトバンク・
グループがアルマを輸入して、各地で実証実験を続
けている。

　このように自動運転の流れは、乗用車に限ってい
えばGoogleを取り込んだ自動車メーカー系と、欧
州のプログラムを源流とするITベンチャー系に大
別することができる。前者は高速道路での自動化が
主体で、一般向けに販売を目論んでおり、後者は都
市内の無人運転を想定し、公共交通としての提供が
前提という違いもある。
　自動化が進むと、一部のユーザーは所有に興味が
なくなるという予想もある。これを見据えて、所有
者と利用者を結び付けるスマートフォンのアプリを
提供するUber Technologies（ウーバー）などのラ
イドシェア企業は、将来的にメーカーから自動運転
車の供給を受けての自動化を考えており、すでに幾
つかの提携関係が生まれている。
　しかし現在、自動車メーカーが生産する乗用車の
多くは、都市内でのライドシェアに特化したデザイ
ンであるとは言い難い。EZ10やアルマなど新興企
業が開発した無人運転車の方が都市との親和性が高
い造形であることは、多くの人々が認めるところだ
ろう。
　デザインやメカニズムの個性で顧客の心をつか
み、多くの車両を販売して利益を上げるという従来
の自動車メーカーのビジネススタイルでは、回答を
導き出すことは難しい。都市に寄り添う車づくりが
必要となってくるだろう。
　その点で2018年1月、米国ラスベガスで開催され
たCES（家電見本市）でトヨタが発表したモビリ
ティサービス専用EV、e-Palette Concept（イーパ
レット・コンセプト／Fig.10）は、自動車メーカー
が本気で都市を見据えて開発した車両として特筆で
きる11）。
　車体はEZ10やアルマに似た箱型で、ステアリン


