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モビリティ分野

個人の自由な移動を支える公共交通の将来
ライドシェア、タクシーの比較からの学び

シェアリングは、物・サービス・場所等を多くの人と共有・交換して利用する仕組みで、消費者の意識
変化、情報技術の進展等に伴い普及が進んでいる。自動車を共有するカーシェア・ライドシェアは海外で
普及が先行しており、日本では個人所有車を用いたライドシェアの導入は現状認められていない。
ただし、ライドシェアの代表例である米国Uberでは、ドライバーの年収は低く、企業業績も赤字である。
また日本のタクシーでも、ドライバーの年収・企業業績とも同様に厳しい。ライドシェア企業は、完全自動
運転実現後にドライバーの人件費の発生しないサービスを視野に入れているが、完全自動運転が実現
するまでの間に個人の自由な移動を支える公共交通は事業として成立しなくなってしまう恐れがある。

 結論

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



完全自動運転が実現するまで、ライドシェアは日本で解禁されても爆発的には普及しない。



タクシーとライドシェアは、「事業収益・ドライバーの収入の拡大」「安全の一層の向上」が共通
課題であり、相互の長所を取り入れながら性質が近似してきている。



「事業収益、ドライバーの収入の拡大」に向けては、配車アプリの高度化・活用、「安全の一層
の向上」に向けては、運転支援技術の活用が考えられる。



技術を社会に実装するには関連法制度・規制の見直しは必要であり、技術開発を行う自動車
産業から情報を発信し、議論を巻き起こすことも重要。
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個人の自由な移動を支える公共交通の将来

Ⅰ ライドシェアを巡る動向
Uberをはじめとするライドシェアは、日本では認められていないものの、タク
シー業界等に既に少なからぬ影響を与えている。本章では、日本を中心とした
関連動向、およびライドシェア議論の背景を概観する。

できるためである。

本レポートで扱う「ライドシェア」
本レポートでは、有償での個別旅客輸送のうち、タク

これらのライドシェア企業の動きに対抗するため、タ

シー等の事業者を介さない、一般のユーザーの自動

クシー業界国内最大手の日本交通グループでは、全

車を用いたサービスで、かつ営利を目的としたUber・

国のタクシー会社163グループ、約3万台のタクシーを

Lyft等のビジネスモデルを「ライドシェア」と記述する。

カバーした「全国タクシー」という配車アプリサービスを
展開している。

有償個別旅客輸送

営
利
非
営
利

日本でのライドシェア導入には法改正が必要となる

P to P(Peer to Peer)

B to C

本レポートで
特に注目する範囲
（Uber、Lyft等）

タクシー
（法人・個人）

非営利のライドシェア
（相乗りをマッチングし、利用者は
割り勘の実費または謝礼を支払う）

ため、早期に実現するとは考え難い。ただしロンドンで
Uberが不許可から一転して営業が可能になったよう
に、諸外国で導入事例が増加してくると、日本でも導

福祉有償運送
（NPO法人）

入への「外圧」が強化される可能性はある。

ライドシェア

また2018年1月～3月に、国土交通省が相乗りタク
シーの実証実験を実施している。

1. 日本でのライドシェア浸透に関連
した3つの動き

動向２：交通空白地のライドシェア解禁
2019年の春、連日のように高齢者ドライバーによる

現在の日本では、タクシーのような認可事業者でな

交通事故が報道された。事故増加を契機に今後免許

い者による有償輸送は、道路運送法により認められて

返納者も増加していくと考えられる。ただし、とりわけ地

いない。ただし関連する次のような動きが進んでいる。

方部では、免許返納者を含む非免許保有者の交通
手段の確保が大きな課題となる。このような中で、近

動向１：タクシー配車アプリサービスとし
ての参入

隣住民の「互助」による相乗りや、福祉目的での有償
運送への期待が高まっている。

ライドシェアサービスは日本のほか、イタリア、ハンガ

元々2004年には、「福祉有償運送及び過疎地有

リー等で全面禁止、ドイツ、フランス等では都市により

償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の

禁止されている。

取扱いについて（ガイドライン）」により、福祉目的の輸

英国では、2017年にロンドン市がUberの免許更新

送と公共交通空白地域について、NPO法人が有償

を認めない決定を行ったが、その後裁判の末2019年

輸送を行える制度が整備された。また2018年からは、

9月まで営業が認められている。

国家戦略特区により、兵庫県養父市で有償輸送サー

一方で日本をはじめ、ライドシェアを認めていない国

ビスが展開されている。特区の場合、「公共交通空白

でも、ライドシェア事業者がタクシー事業者と連携して

地域」の具体的なエリアは国家戦略特別区域会議が

配車アプリサービスを提供する事例があり、日本では

設定することとされた。

Uber、DiDi、DeNA等がサービスを行っている。3社と

さらに政府は、2019年3月7日の未来投資会議にお

もサービス地域には関西を含めているが、これは関西

いて、道路運送法を改正し有償でのライドシェアの許

が外国人観光客の多い地域であり、観光客が母国で

可拡大に取り組む方針を示した。

使用しているサービスをそのまま利用できることが訴求
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度利用する人はカーシェアを利用した方が経済的に

2004年のガイドラインでは、ライドシェアは移動困難
者への交通手段の提供に主眼が置かれていたが、近

は有利である。

年の政府の議論は、対象を交通空白地域に限定しつ

タクシーよりも高い利便性

つも、導入目的としては観光振興（訪日外国人への交
通手段の確保）を重視しており、対象エリアが拡大す

一般的に、ライドシェアが認められている国において

ると考えられる。

タクシーの料金はライドシェアを上回っている。次章で
述べるが、ライドシェアはドライバーのマイカーを活用す

動向3：非営利のライドシェア

るなど、タクシーと比較したコスト面での優位性が料金

アプリで予約を行い、ドライバーへの金銭の支払い

に反映されている。

はあるものの、「実費と手数料、および任意の謝礼」を

料金以外にも、一部には最適なルートを走行しなか

支払う、「非営利」と位置づけられたライドシェアも始ま

ったり、接客態度が悪い等のタクシードライバーが存在

っている。㈱Azitのサービス「CREW」はその一例で、

するという評価もあるのに対して、ライドシェアでは事前

2015年から東京都内および鹿児島県・長崎県の一部

にル―トや料金がアプリで提示されたり、乗客によるド

でサービスを提供している。

ライバーの評価結果がアプリで開示される等、悪評を
解消する仕組みを有していることも、ライドシェアに好

以上の動向をみると、ライドシェア自体を日本で本格

印象を与える一要素となっている。

導入する動きはないものの、タクシー業界との提携、タ

3.ライドシェアは解禁されれば増え
るのか

クシー業界独自の配車アプリサービスの浸透、相乗り
サービスの解禁、非営利のライドシェア事業の開始
等、タクシー業界の変革に、既に少なからぬ影響を与

 鍵を握るドライバーの収入

えているといえる。

ライドシェアが仮に解禁された場合に、浸透するか

2. ライドシェアビジネスの背景

否かは、タクシーより十分に安い料金体系で安全性の

マイカーの経済合理性へのシビアな目

影響する。特に、タクシーのコストの大半は人件費であ

担保も含めてビジネスモデルとして成立するかが大きく
るため、「十分に安い料金体系」を実現するためには、

ライドシェアが注目される背景の１つにマイカーのコス

ドライバーの人件費を抑える必要がある。

トパフォーマンスへの厳しい見方がある。マイカーの利

次章で詳述するが、ライドシェア導入の先進国であ

用には車両購入の他、駐車場、税金、保険、燃料、メ

る米国、中国ではドライバーの低収入が問題になって

ンテナンス等の支出を要する一方で、日本における乗

いる。一方、現状における日本のタクシードライバーも

用車の稼働率 注1） は約3.3% 注2） にとどまりっており、

人手不足の状態ではあるが、賃金水準が全産業平均

97%近くの時間は車庫で眠っている。

を大きく下回っており、ドライバー確保の大きな障害と

注1）ここでいう稼働率は１日のうち自動車が走行している時間の割合
注2）日本における乗用車１台の平均年間走行距離は約1万km、平均
走行速度（昼間12時間）は約35kmより

なっている。
タクシーがドライバー不足といわれる中で、タクシー

デロイト・トーマツではマイカー保有・カーシェア・ライド

ではなくライドシェアを選択するドライバーがどの程度い

シェア・タクシーについて移動に係るユーザーの総費

るかには、ライドシェアでどの程度の収入を得られるか

用を距離別に比較しており、同社の試算によれば年走

が影響する。またこの点に関してはライドシェアを本業

行距離1,000ｋm程度までは利用の都度課金されるラ

とせず、「隙間時間」にライドシェアを行うドライバーがど

イドシェアが最も安く、1,000km以上では会員制のカー

の程度いるかも大きく影響する。

シェアが安くなり、12,000km以上でようやくマイカー所
有が最も安くなる。日本における乗用車の平均年間走

次章では、日本のタクシー事業、およびライドシェア

行距離は約1万kmであることから、自動車を平均程

導入国でのライドシェア事業について、企業の収益やド
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ライバーの賃金水準を整理し、ライドシェアが普及する
のか、真の問題点は何かを考察する。



日本では、ライドシェアは認められていないが関連する3つの動きがある。




ライドシェア企業の、タクシー配車アプリサービスとしての参入
交通空白地のライドシェア解禁
非営利のライドシェア



ライドシェアが世界で拡大している要因は、マイカー・タクシーと比較した経済性
が大きい。



日本で仮にライドシェアが解禁された場合、普及にはドライバーの賃金水準が鍵を
握る。
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Ⅱ ライドシェアの事業性
ライドシェアに最も近い交通サービスはタクシーであるが、一般にタクシー事
業者の経営状況は厳しい。本章では、日本を中心にタクシー事業の現状を概観
した上で、ライドシェアの事業性を検討する。

１.日本におけるタクシーの事業性

近年では、インバウンドの観光客数の増加や都内で
の初乗り運賃値下げによる利用者の拡大等のプラス

タクシーの輸送人員と売上

要因もあるものの、輸送人員・売上ともに対1995年比

日本で、タクシーは年間に約14.5億人を輸送してい

で約50%～60%まで落ち込んでいる。

る。これは全公共交通が輸送した人員の約5%に相当
する。主に都市部で、大量・中量公共交通がカバーし

タクシー事業の収支

ていない区間の個別移動をカバーしている。

現状、多くの企業でタクシー事業は赤字経営であ

図表1：日本の公共交通の機関別輸送人員（2016年）

る。自動車運送事業経営指標によると、図表3に示す
全てのカテゴリーの平均で赤字、特に大都市部の100

タクシー

14億5,200万人（4.7%)

JR

台以下の企業で実働１日・１台当たりの赤字幅が多

93億9,200万人（30.5%)

民鉄※

い。一方、平均では赤字ではあるが大手の中には業
績好調な企業も存在する。

152億600万人（49.3%)

バス

大手と中小の格差の要因としては、大手タクシー事

45億9,300万人（14.9%)

業者では配車アプリサービス等の投資が行って集客
航空

9,800万人（0.3%)

客船

力を高めていることも挙げられる。このような状況の

8,700万人（0.3%)

0

40

中、近年では大手による中小の買収も進んでいる。

（億人）

80

120

160

図表3：実働1日・１台当たり営業赤字（2014年）

出所：「TAXI TODAY in Japan2019」(一般社団法人 全国ハイヤー・
タクシー連合会) を元にテクノバ作成

1～50台
大都市

※民鉄：JR以外の私鉄

タクシーの輸送人員は、経年ではバブル期をピーク

△ 226
△ 713
△ 452

0

2,645
1,666
(63.0%)

2,000

△ 1,221

その
他地 中小 中核
域 都市 都市

図表2：日本のタクシー事業の輸送人員と売上
（括弧内はの数値は対1995年比）

2,500

51～100台
101台以上 △ 155

に減少している（図表2）。

3,000 2,758

△ 1,039

-200

-400

-600

-800

-1000 -1200 -1400
(円)

1,452
(52.6%)

出所：「2017年版 自動車運送事業経営指標」（日本自動車会議所）
を元にテクノバ作成

1,500

一方タクシー事業者の全収入に占めるタクシー事

500

業営業収入の割合は全体平均で80%強であり、タク

0

シー事業者は収入の2割程度をタクシー事業以外の
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年

1,000

輸送人員（百万年）

収入から得て、赤字をカバーしている状況である（図
表4）。なおタクシー事業者が取り組んでいる、タクシー

売上（十億円）

以外の主な事業としては、運送業、観光関連、不動

出所：「TAXI TODAY in Japan2019」(一般社団法人 全国ハイヤー・
タクシー連合会) を元にテクノバ作成

産業等が挙げられる。
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図表4：企業の全収入に占めるタクシー事業営業収入
の割合（2014年）

大都市

1～50台

2019）、ドライバーの平均年収を上昇させることは大
幅な収益低下につながることから困難と考えられる。

92.2

51～100台

図表6：タクシードライバーと全産業労働者の平均年収

80.9

101台以上

単位：万円
600

その他 中小 中核
地域 都市 都市

83.5

500

90.1

400

66.8

20

40

60

80

370.6

348.3

300

81.6
0

558.5
479.5

100

200

120
(%)

100

出所：「2017年版 自動車運送事業経営指標」（日本自動車会議所）
を元にテクノバ作成

0

全産業男性労働者

ドライバーの人手不足・高齢化

タクシー運転手（男性）

出所：「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）を元にテクノバ作成

図表5は、タクシードライバーの数と年齢構成の経年
変化をみたものである。平成14年（2002年）と比較し

図表7：米国のタクシーの平均賃金（年収；2018年）

て平成26年（2014年）はドライバー数が半数近くまで
全職業

減少する一方、60歳以上のドライバーの構成比が増

$48,960

大している。

タクシー運転手
・ショーファー
$28,970

出所：BUREAU OF Employment Statistics Webサイトの数値を元
にテクノバ作成

図表5：タクシードライバー数と年齢構成の推移

２.ライドシェアは成立するか
タクシー事業の事業環境が厳しい日本で、仮にライ
ドシェアが法的に認められた場合に事業が成立するの
か否かは、ライドシェアがタクシーよりも価格面等で優
位性を持って事業を継続的に実施できるかが大きい。

ライドシェアがコスト面で優位な点

出所：「規制改革会議 第18回投資促進等WG資料」（「賃金構造基
本統計調査」（厚生労働省）を元に国土交通省作成）

 ドライバーの資格
日本のタクシードライバーは第二種運転免許を保有

人手不足への対応として、近年大手企業では二種

している必要がある。試験は適性試験、学科試験、技

免許を持たない人を採用し、採用後に企業の負担で

能試験からなり、これは第一種運転免許と共通である

免許を取得させているが、中小ではニ種免許保有者

が、合格基準がそれぞれ高く設定されている。例え

の採用が専らである。

ば、技能試験ではアクセル、ブレーキの踏み方等が厳
しく採点されるほか、第一種免許では課されない鋭角

人手不足の要因として、全産業平均と比較して賃

のカーブの通過も課されている。

金が低く人材獲得が困難であることが大きい（図表

海外でもタクシードライバーには営業用の免許を必

6）。なおタクシードライバーの年収の低さは米国でも同

要とするのが一般的である。これに対しライドシェアで

様である（図表7）。

は、営業用免許以上の免許は必要とされない。

現状、タクシー事業の原価構成に占める人件費の

またそもそもタクシードライバーは、日本では法人タ

割合は 74%を占め ており（ハイヤー・ タクシー年鑑
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 車両

クシーの場合は企業の従業員であり、個人タクシーの
場合でも国の認可が必要になるため、国がドライバー

タクシー等の事業用の車両については、道路運送

の総数を管理できる。一方、米国のライドシェアの場合

車両法の保安基準に適合している必要がある。これに

ドライバーは国の認可等を必要としないため、国が総

加えタクシー事業のニーズを踏まえたタクシー専用車

数を管理することができない。この結果、後述する通

が、日本ではトヨタ（JPN TAXI）、日産（NV200）から

り、ニューヨーク市では供給過剰が問題となった。

販売されている。
JPN TAXIの例では、ベース車両であるシエンタに

 車両の点検

対して以下の変更を施している。

日本のタクシー車両の点検・整備については、道路
図表10：シエンタからJPN TAXIへの主な変更点

運送車両法で規定されており、マイカーより定期点検・
車検の頻度が高いほか、点検項目も詳細にわたって

耐 久 性

【エンジン】

いる。さらに、タクシー事業者には点検整備記録簿を

向

シリンダーヘッド、バルブ、バルブスプリング

上

【サスペンション】

整備し記録することが義務付けられている。

フロントにマクファーソンストラット式コイルスプリ
ング、リヤにトレーリングリンク車軸式コイルスプ

図表8：タクシー・マイカーに義務付けられる点検頻度
種別

タクシー

リング（3リンク）を専用設計

マイカー

易メンテ

【バンパー】

1日1回

1日1回

ナ ン ス

サイド部分のみ交換可能な3分割

定期点検

3カ月

12カ月

性 向 上

【ランプ類】

車検

12カ月

24カ月

運行前点検

アウターレンズのみ交換可能な構造

出所：テクノバ作成

【ウォーターポンプ】

 保険

電動ウォーターポンプ
（補機ベルトのメンテナンス不要）

日本では2005年にタクシーの任意保険加入が義

低 燃 費

務化された（対人8,000万円以上、対物200万円以

LPG燃料に対応

出所：各種資料を元にテクノバ作成

上）。一方、ライドシェア企業では、Uberもlyftとも同社
が加入している保険とドライバー個人が加入している

ただし2015年には道路運送車両法が改正され、タ

保険を組み合わせている 注3） 。サービスの実施中の

クシー車両の保安基準のうち以下の基準が廃止され

み、条件付きでライドシェア企業の保険が適用されると

ている。廃止の理由として国土交通省は、マイカーを

いう点で、タクシー事業者より保険の負担は軽い。

使用した自家用有償運送において安全上の問題が起

注3）サービス開始当初は、賃走中でも交通事故の損害賠償はドライバ
ーの保険のみでカバーしていた。

きていないこと、諸外国に同様の規制がないこと、を挙

図表9：Uberが加入する保険と範囲

 座席の寸法

ドライバーがUber
アプリをOffしている時

配車リクエスト
待ちの時

げている。
 通路の幅と高さ

迎車・乗車中

 乗降口の大きさと構造

・ドライバーが加入して ・ドライバーが加入して ・Uberが加入してい
いる個人向け自動
いる個人向け自動
る保険を、ドライバー
車保険を適用
車保険を適用
自身が加入している
・Uberは別途、対人
保険に対して優先的
で１人当たり5万ド
に適用
ル・１事故当たり10 ・補償額は対人で上
万ドル、対物では2.5 限100万ドル、対物
万ドルを上限とする
は対象の現金価値と
保険に加入
同額まで補償
・Uberの保険はドライ
バーの保険で補償さ
れない場合・不足す
る場合に適用

 前方の座席との間隔
またタクシー専用車と一般車の選択に関して、大手
タクシー事業者へのインタビューでは、必ずしもタクシ
ー専用設計車両には拘らないとの意見が聞かれた。
タクシー車両で最も重視するのは燃費性能であり、ハ
イブリッド車の燃費水準であればLPガスとも燃費に大
きな差がないため、例えばプリウス等一般向けの車両
をタクシー車両として採用しているとのことである。

出所：テクノバ作成
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 タクシー会社によるドライバーの管理

図表12：タクシー・ライドシェアの相違（まとめ）

特に日本のタクシー会社はドライバーへの接客・接
遇に力を入れている。日本のタクシードライバーは企
資格

業が支給する制服を着用し、毎日の運行開始前に
は、車両の日常点検を行うとともに、ドライバーの健康

車両の
点検

状態、飲酒の有無、携行品、日常点検結果等を点呼
執行者で確認している。さらに多くの企業では、安全
運転や接遇向上に向け、社内教育や優良ドライバー

保険

タクシー

ライドシェア

従業員（法人）、または
個人事業主（運輸局
の認可必要）
第二種免許必要
例：車検
12カ月
事業者に任意保険へ
の加入義務

個人事業主（認可不
要；米国の場合）
第一種免許で可

の表彰制度等を設けている。
この結果、日本のタクシーは世界的にも評価が高

車両

く、口コミサイト「トリップアドバイザー」が実施した世界の
ドライ
バーの
管理

タクシーに関する都市別のランキングでは、東京が１
位になっている。

道路運送車両法の保
安基準あり
OEMが専用車両開発
運航前の点呼
ドライバー教育
制服（日本）

24カ月
事業者も加入している
が、ドライバーの保険と
組み合わせ
マイカー

特になし

注4）用語は日本での例示

図表11：トリップアドバイザーによるタクシーの都市別ラ
ンキング

ライドシェア先進国での事業性

１位：東京

このように安全上の配慮や事故発生時の保険の範

２位：シンガポール
３位：ドバイ

囲等を限定的にしたライドシェアが、導入国において

４位：ダブリン

収益を確保できているのかをみてみると、企業収益・ド

５位：ロンドン

ライバーの収入ともに厳しい状況にある。

出所：「世界のライドシェアとタクシー」（2017年7月；タクシー日本新聞
社）

 Uber、Lyftの収益は大幅赤字

ライドシェアでは、このような統一的な制服やドライ

Uberは2019年4月に米国証券取引委員会に新規

バー教育は存在しない。そもそも、ライドシェアでは、ド

株式公開を申請した。その際に公開した上場目論見

ライバーの経歴や健康状態等の把握も十分ではな

書によると、2018年12月期の売上は約498億ドルで

い。米国では、2018年に性犯罪歴のあった男性ドライ

利益は30億ドルの赤字であった。一足先の3月に株式

バーが、女性利用客の自宅に侵入し性的暴行を加え

公開を行ったLyftも、約81億ドルの売上に対して約10

逮捕される事件が発生したが、Uberでは契約時に当

億ドルの赤字であった。

該容疑者の犯罪歴を確認していなかった。

両社ともに赤字の最大の要因は、シェア獲得のため

なおCNNによると、その後Uberでは犯罪歴のあるド

に運賃を割り引く一方、ドライバー確保を狙いとして、ド

ライバー数千人の登録を抹消している。

ライバーに各種のインセンティブを提供していることが
大きい。仮にいずれかの企業が他社を駆逐して地域

以上を纏めると、ライドシェアがタクシーに比べてコ

独占を達成した際にはインセンティブは廃止されると

スト面で優位な点は以下の通りであるが、それは主に

考えられるが、この場合、次項で述べるドライバーの収

安全上の配慮や事故発生時の保険の範囲等を削っ

入は減少し、再びドライバー確保が困難になる可能性

た結果といえる。

がある。
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図表13：UberとLyftの2018年12月期業績
Uber
プラットフォーム
総収入

497 億 9,900 万ドル
(45%)
52 億 2,200 万回
乗車回数
(40%)
112 億 7,000 万ドル
売上高
(42%)
143 億 300 万ドル
総支出
(19%)
▲30 億 3,300 万ドル
営業利益
(-)
9 億 9,700 万ドル
純利益
(黒字転換)
※表中、括弧内は前年同期比

にHitchの営業は中止に追い込まれ、現在も再開の目
Lyft

途は立っていない。注5）

80 億 5,400 万ドル
(76%)
6 億 1,900 万回
(65%)
21 億 5,600 万ドル
(103%)
31 億 3,400 万ドル
(77%)
▲9 億 7,700 万ドル
(-)
▲9 億 1,000 万ドル
(-)

そして本事件をきっかけとして、中国政府は2019年
１月より、ドライバーに営業免許を義務付けたほか、営
業車両に対する許認可も義務づけた。
なお中国の場合、以前からライドシェアのドライバー
は、他に職業を持つ人等のパートタイムが多かったが、
この規制強化の結果、参入コストが上昇するため、パ
ートタイムでライドシェアに参入するドライバーは今後減
少するとみられている。
すなわち中国でのライドシェアは、実態としては既存

出所：「日経コンピュータ」（2019年5月；日経BP社）の数値を元にテクノ
バ作成

のタクシー事業に近づいている。そしてこのようなライド
シェアへの規制強化の動きは欧州をはじめ米国でも進

 ドライバーの収入も低い

みつつある。
注5）相乗り以外のサービスは中止されていない。

ライドシェア企業がインセンティブを提供しても、ライ
ドシェアドライバーの収入は低いのが実情である。

3. 課題は個人の自由な移動を担う公
共交通の確保

米国のMIT CEEPR（MITエネルギー・環境政策研
究センター）では、2018年にUberおよびLyftのドライバ
ー1,100名を対象とした調査を実施した。この調査で

ライドシェアは継続できるビジネスか

は、ドライバーの時間当たりの利益の中央値は3.37ド

Uber、Lyftともに、大きな赤字を抱えながらもビジネ

ルであり、ドライバーの74%の利益は、運転している州

スを行う理由として、１つには当面の単年度収支よりも

における最低賃金よりも低いことを明らかにしている。

株式の時価総額を重視するという経営姿勢がある。そ

この主要因は、タクシーと異なり総量規制がなく、顧

して将来、完全自動運転が実現すれば、コストの最大

客 の 奪 い 合 い とな るた め で あ る 。 米 国 の The New

の要因である人件費を大幅に削減できるため、将来

School 大学が実施した調査によると、ニューヨーク市

時点では収益を見込めるとの目論見もある。

では、ライドシェアドライバーの2/3がライドシェアで生計

ただし、ここで浮かぶ疑問は、「完全自動運転が実

を立てており、Uber等がアピールするような隙間時間

現するまでビジネスが持つのか」という点である。

の副業という状況ではない。そして低賃金のため生活
に困窮するドライバーも発生しているという。なおニュ

相互に近づくタクシーとライドシェア

ーヨーク市ではこのような状況を踏まえて、2018年に

１章でみた通り、日本ではライドシェアは認められな

ライドシェアドライバーの新規雇用を認めない決定を行

いものの、配車アプリサービスの導入や相乗りの社会

っている。

実験実施が始まる等、タクシー業界がライドシェアの良
い所を取り込んできている。日本だけでなく、海外でラ

 各国でライドシェアへの規制を強化
中国でもライドシェアが急速に拡大しており、激しい

イドシェアを認めていない国でも、タクシー業界に配車

シェア獲得競争の結果、企業の収益が厳しい点やそ

アプリが浸透しつつある。一方、前節でみたように、米

れでもドライバーが生計を立てるには十分な収入を得

国や中国で近年政府がライドシェア企業に課した規制

ることが難しい点は米国と同様である。Uberですら

は、ライドシェア事業をタクシー事業に近づけている。
ユーザーへの利便性と、交通手段としての高い安

2012年に中国に進出したものの、2016年には撤退し

全性を両立させようとした結果、タクシーとライドシェア

ている。

は互いの長所を取り入れ、次第に接近しつつある。

2018年にはDiDiの相乗り事業「Hitch」のドライバー
が乗客の女性を殺害する事件が発生したことを契機
9
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図表14：タクシーとライドシェアが相互に取り入れたこと

ともに人件費がコストの大きな割合を占め、また１人の

日本のタクシーに導入されたもの
配車アプリサービス
相乗りサービス（実証実験）

タクシー

ドライバーが１回に運ぶ乗客が少数である以上、覆す
ことは困難だと考えられる。
従って現状の日本では、ライドシェアを解禁するか

ライドシェア

否かよりも、タクシーであれライドシェアであれ、人々の
個別移動へのニーズ応えられる公共交通をどのように

ライドシェア導入国 企業で、事業開
始後に導入されたもの
ドライバーへの営業免許（中国）
車両に対する許認可（中国）
事故時の保険拡充（Uber、lyft）

維持するかが、より本質的な課題である。
特に日本では、高齢化の進行により、通院等での個
別移動の必要性が高まり、また免許返納者も増加す

出所：テクノバ作成

る。反面、タクシードライバーの高齢化、人手不足も一
層深刻となる。

課題は個別移動を担う公共交通の確保

完全自動運転が実現するまでの間、ドライバーを支

タクシーとライドシェアは互いの長所を取り入れなが

援し安全運転を確保するための仕組みにも目を向け

ら、個別移動を担っている。そして、いずれも企業業

る必要がある。

績、ドライバーの年収ともに厳しい状況にある。これは、



日本では、ライドシェアの類似サービスであるタクシー業界は収益が厳しい。



赤字企業が多い
ドライバーの年収は全産業平均に比べて低い



ライドシェアは、規制の多いタクシーに比べてコスト面で優位な点はあるが、安全
上の配慮や事故発生時の保険の範囲等が削られている。




ライドシェア先進国でも、企業収益・ドライバーの年収はともに低い。
タクシーとライドシェアは相互の長所を取り入れて、性質が近づいている。
⇒ ライドシェアを解禁するか否かよりも、人々の個別移動へのニーズ応えられる
公共交通をどのように維持するかが、より本質的な課題
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Ⅲ タクシー・ライドシェアの事業継続に向けて
タクシー・ライドシェアの共通課題は「企業の事業収益・ドライバーの収入の
拡大」「安全の一層の向上」であり、その解決に向け、コネクテッド・自動走
行（運転支援）技術の活用はタクシー・ライドシェアにも有効である。

1. 2つの共通課題

図表16：タクシーの実車率
（%）
60
55 4

前章で述べた通り、タクシーとライドシェアが相互に

54 8
50

取れ入れたものは「利便性（事業収益）」と「安全性」

49 1

45 1
44 9

に関わる仕組みであり、このことからも「事業収益、ドラ

40
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ー・ライドシェア両者の共通課題であることが窺える。

東京都(特別区 武三地区）

愛知県（名古屋地区）

大阪府（大阪府地区）

出所：「ハイヤー・タクシー年鑑2019」（全国ハイヤー・タクシー連合会）
を元にテクノバ作成

安全の向上には費用がかかることからも事業収益
の拡大は不可欠であり、２つの課題をセットで解決する

料金やコスト構造が容易に変更できない中で収益

必要がある。そしてこれらの課題に対して、コネクテッド
や自動走行等の技術を有効活用すべきである。

を改善するためには、実車率の向上が重要になる。

図表15：タクシーとライドシェアの共通課題

 配車アプリの標準化・高度化

配車アプリの高度化

実車率向上に配車アプリは有効ではあるが、各タク

活用

シー会社のアプリがバラバラだと効果が半減する。この

共通課題1：企業収益
ドライバーの収入の拡大

点でJapanTaxi㈱が提供する、参加企業のタクシーを
横断的に検索・配車できるアプリ『JAPAN TAXI』等、

タクシー

ライドシェア

標準化が有効である。また将来的にはMaaSに参加し

原
資
【日本】
・ドライバーの高齢化

て、MaaSアプリに実装されている配車機能を活用す
ることも考えられる。

【米国等】
・普通免許保有者が運転

アプリでリクエストされる前に地区別に需要を予測し
共通課題2：安全の一層の向上

て配車を最適化する技術についても、NTTドコモ、ソニ
ー、トヨタ等がそれぞれタクシー会社と連携して開発を

運転支援技術の活用

行っており、営業車への実装も始まっている。

出所：テクノバ作成

 広告モデルとの組み合わせ

2.課題解決に向けた技術

2019年9月5日、東京の都心を対象に㈱nommoc

配車アプリの高度化・活用による、企業収
益・ドライバーの収入の拡大

が無料タクシーのサービスを開始した。アプリを介して

図表16はタクシーの実車率（走行距離に占める賃

ることを活用した、広告のターゲティング配信を前提と

配車を行うため事前に乗客の属性と行先が把握でき

走した距離）の推移である。近年改善傾向にある理由

した広告モデルである。

は、タクシー台数が減少したことや大手タクシー事業
者を中心に配車アプリが導入されたこと等が考えられ

 付加サービスの予約

る。しかしながら、最も実車率の高い東京都でも

全国ハイヤー・タクシー連合会では、顧客ニーズに

46.5%であり、半分以上の距離を、乗客を乗せずに流

応える取り組みとして、観光ガイド、妊婦や高齢者のサ

し等で走行していることが分かる。
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ポート、買い物代行等、運転＋αの付加価値の提供

改善に活用することも可能になる。

と顧客の掘り起こしを目指している。

運転支援技術を活用した安全性の向上

これらの取り組みも配車アプリを組み合わせること

 公共交通には有人のメリットも

で、利用者の予約は簡便化され、また実績データを分
析することで人員・設備の最適化が可能になる。

完全自動運転は、タクシー・ライドシェアの安全性を
向上させ、またドライバーの人件費を発生させないとい

図表17：タクシー業界の顧客ニーズに応える取り組み
（抜粋）

う点で収益性も向上させるが、その実現には時間がか
かる。実現までの間は、運転支援技術でドライバーを
支援することが重要になる。一方で、例えば高齢者の
介助をしたり観光客に地元の観光スポット等を提供し
たりと、ドライバーは運転以外の機能・サービスを果た
していることから、将来も敢えて完全自動運転とせず、
有人のタクシー・ライドシェアに運転支援技術を組み
合わせるという考え方に合理性もある。
また、完全自動運転はインフラを含めてシステムが
完全に構築できるまで導入できないのに対し、運転支
援であれば、ADAS等現在ある技術を導入しながら順
次高度化していくことも可能である。
 「ガーディアン」をライドシェアに
自動運転でドライバーの能力を増大させるコンセプト
で開発されている自動運転システムとして、トヨタの「ガ
ーディアン」がある。「ガーディアン」はADASの進化形
とも言え、ドライバーの運転ミスや道路上障害物、他
者による交通ルールの無視といった外的な要因に対
し、ドライバーを事故から守る。

出所：「TAXI TODAY in Japan2019」(一般社団法人 全国ハイヤ
ー・タクシー連合会) より抜粋

なおトヨタはDiDiと2019年7月に協業範囲の拡大に
合意しているが、この合意にはドライブレコーダの活用

 相乗り型ライドシェア

によるライドシェアドライバー向けの安全運転指導が含

相乗り型のライドシェアでも事業化事例が出始めて

まれている。今後、ガーディアン等を活用して支援の

いる。その一例であるアイシン精機でのチョイソコは、

範囲が拡大することも考えられる。

豊明市で実証を実施してきたが、2019年4月から一
 ＋αの安全確保に向けて

回200円で本格事業化しており、数年後の黒字化を
目指している。全国展開も視野に入れており、より多く

タクシー・ライドシェアにおいて安全を確保し、ドライ

の場所での導入と収益確保が期待される。

バー・乗客双方が安心して利用するためには、ガーデ

チョイソコは会員制サービスで、利用データが管理さ

ィアンのような交通事故を回避する機能以外に、例え

れることから、収益確保に向けてデータの活用が重要

ば車両に以下のような機能をと実装することも有効だ

である。例えばnommocのように、その時に乗車してい

と考えられる。

る客層に応じた広告のターゲティング配信により広告

 ドライバーの健康状態管理

収入を増やしたり、実績を積み重ね、利用傾向を把握

バスにおいてドライバーの健康上のトラブルに起因

することで、車両やバス停位置の変更等サービスの改

する事故が多発したことを踏まえ、NECと小田急シテ

善や閑散時間帯での貨客混載等、情報をサービスの

ィバスでは、2017年に勤務中の乗務員がリストバンド
12
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3. 技術と並行した法制度の見直しと
議論が重要

型のウェアラブル端末を装着し、生体情報を測定する
実証実験を行った。ド生体情報の取得には成功し、疲
労度が高まる場所・時間等の分析が今後の課題とな

前章で、タクシー車両の保安基準の一部が、安全

っている。このようなシステムはタクシー・ライドシェアで

上の問題が起きていないこと等を理由に廃止されたこ

も共通的に活用できると考えられ、ドライバーの高齢化

とを述べた。このように、技術が進歩しその効果が確

が進む日本では実用化・普及が特に期待される。

認できれば、関連する法制度・規制は緩和されていく

 乗客とのトラブル回避

ことが望ましい。例えば、運転支援機能の搭載によりタ

ここまで触れてこなかったタクシーとライドシェアの、

クシー・ライドシェア安全性は強化されることから、もし

今一つの相違点として、ライドシェアでは乗車拒否（配

免許や車両への規制が緩和され企業のコスト負担が

車リクエストに応じないこと）が可能である。また、配車

減少すれば、導入メリットも生じ、タクシー・ライドシェア

アプリを通じて乗客の情報を事前に知り得ることがその

のドライバーが安心して働き続けることも可能になる。

判断材料となる。一方、日本のタクシーは道路運送法
で乗車拒否が禁じられている（少なくとも韓国でも乗車

Uberが進出しようとした各国で、法制度面の議論が

拒否は違法）が、タクシー事業者が配車アプリを導入

巻き起こったように、技術を活用してタクシー・ライドシ

すると利用者がリスト化されるため、このリストにトラブル

ェア企業の収益性と安全性を高めるためには、技術そ

の履歴を記録・管理することは可能である。

のものの開発だけでなく、その有効性を証明し、事業と

 車両のメンテナンス

しても成立する形で制度環境を整えるべく議論するこ

ドライバーは出庫前に車両の点検を行うが、注意し

とが、これまで以上に重要になる

て点検すべき個所にセンサーを取り付けることで、メン
テナンスの確実性と点検の負担軽減が期待される。



タクシーとライドシェアの共通課題は「事業収益、ドライバーの収入の拡大」「安
全の一層の向上」。



「事業収益、ドライバーの収入の拡大」に向けては、配車アプリの高度化・活用が
考えられる。
⇒業界標準化、需要予測、広告モデルとの組み合わせ、付加サービスの予約



「安全の一層の向上」に向けては、運転支援技術の活用が考えられる。
⇒交通事故の回避機能の他、ドライバーの健康管理、乗客とのトラブル回避、車両
のメンテナンス等の支援機能も重要



技術と並行した法制度の進歩も必要。
⇒ 技術とバランスした法制度・規制へと見直していくために、タクシー・
ライドシェア企業、自動車産業、行政の議論がより重要に。
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