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自動車部品サプライヤーが直面する 
変革の必要性と活路 
COVID-19 が我々の”移動”に与えた影響とは？ 

 
調査の概要 
当社は、緊急事態宣言解除後の 2020 年 6 月 19 日～21 日の 3 日間で（1）COVID-19 によるライフスタイル変化、
（2）Post COVID-19（現在から 1 年後）の想定移動目的・頻度・手段・所要時間、（3）クルマに対するイメージ・保有意
向・利活用意向などを調査した。日本全国の老若男女を対象に Web 形式で実施し、計 3,120 人から回答を回収。本記
事では、今回調査で得た回答と、2018 年に当弊社で実施した「現状の移動実態・クルマへの意識調査」との差異をもとに、
COVID-19 による変化を分析した。 
 
移動に関する変化 
COVID-19 により普及したリモートワークについて、 約 4 分の 1 の人が、これが 1 年後も継続しており、通勤が減少すると回答
した。 リモートワークにより業務上の移動が大きく減少するため、 相対的に、買い物・外食・観光など私的な移動の割合が増
加する。 都市部ほどこの傾向が強いが、一方で郊外へ引っ越しを計画している人はまだ少ない結果となった。 
 
図表 1 移動に占める目的別割合の変化 
 

 
通勤・通学をする際は、3 密を生み出しやすい電車での移動を回避する傾向が顕著に出ており、 代替移動手段として、都心
部では自転車・徒歩、中核都市ではマイカー移動が増加している。 元来時間の正確性を重視していた通勤・通学だが、安
心・安全・3 密回避が時間の正確性よりも優先されるようになっている。 
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図表 2 移動に求めるニーズ 
 

 
調査結果から、今後移動は業務利用から私的利用に益々シフトし、 移動手段は 3 密を回避できるものが選ばれていくと考
えられる。また、安心・安全・3 密回避に向けては、 これまで否定的であった個人情報（動態データ）の収集にも約 3 割が賛
成に転じるなど、 今後移動データの利活用が進行することが予測される。 
 
クルマに対する意識の変化 
クルマはただの移動手段だと思う無関心層は、COVID-19 以前から継続して、増加傾向にある。 この傾向は若年層に限ら
ず、全世代に共通し、特に女性や都市部の人に強くみられる。 一方で、クルマをプライベート空間として再認識する人が微増
しており、 COVID-19 によるソーシャル・ディスタンスを保つ動きに影響を受けているとみられる。 また、地方や高所得層ではクル
マ好きも一定数存在し、特に高所得者層ほど、機能を重視し、 クルマは自己表現であると捉えており、高付加価値製品の
提供ニーズがあると推測する。 
 
図表 3 クルマのイメージの変化 
 

 
マイカー保有意向については、非保有者が将来も非保有である割合は益々増加し、 世代別では 40 代以下で多く、地域別
では、都市部だけではなく地方でも将来も非保有であると回答する人の割合が増加している。 一方で現保有者は COVID-19
以前からクルマの保有意向に変化はなく、 77%の人が保有し続けると回答しており、マイカー保有者と非保有者で、 クルマ保
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有有無の二極化が進んでいく傾向にある。 マイカー保有者のうち、クルマを手放すことを検討している人の主な理由は、家計
に余裕が無いなど経済的な理由であり、 COVID-19 が少なからずマイカー保有者に影響を及ぼしていると推定される。 
 
図表 4 自家用車保有・非保有者の将来保有意向 
 

 
各種モビリティサービス（レンタカー、カーシェア、オンデマンドバス、コミュニティバス、 タクシー配車アプリ）に対する認知度・利用
経験は、2 年前の前回調査時より向上した。 しかし、利用意向は上昇しているが、将来利用希望割合はレンタカーの 15%が
最高であり、 普及局面に入ったとは言えない。理由としては、料金の高さや手続きの煩雑さなどが挙げられ、 価格・利便性で
さらなる改善が必要である。一方で、衛生面を理由にモビリティサービスの利用を控える人は少なく、 モビリティサービスの方が
公共交通機関より衛生的と捉える傾向も見られた。そのためモビリティサービスは、 Post COVID-19 の衛生面が重視される時
代において、公共交通機関の代替需要としての役割が見込まれる。 
 
Post COVID-19 に求められるアプローチ 
COVID-19 により我々の移動は、業務目的から私的目的にシフトし、時間の正確性より 3 密回避を重視するようになるなど、 
決して小さくはない影響を受けていることが今回の調査から明らかになった。 一方で、COVID-19 の影響に関係なく、クルマへの
関心や保有は二極化することがうかがえた。 クルマ好きな高所得者層に対する高付加価値製品を提供する一方で、クルマ
離れする層へは新たなアプローチとして、 各種モビリティサービス向けの製品開発を検討していくことが求められる。 
 
モビリティサービスは料金の高さが指摘されているように、多くの場合、独立採算が成立していない公共交通 （補助金で運
用）が競争相手であり、移動対価のみでの収益化は構造的に容易でないのが事実だ。 業界トップのモビリティサービス各社
においても収益化に苦戦している状況であり、 モビリティ事業で稼ぐには、移動単独ではなく、”移動×〇〇”という視点が必要
になる。 掛け合わせるものとしては、”生活サービスのアップデート”と”まちのリデザイン”と大きく 2 つに分類することができる。 これ
ら”スマートシティ”と言われる分野は、 国内において 5 月 27 日に法案が成立した所謂”スーパーシティ法案”で今後さらに進展
していくと考えられる。 
 
こうした CASE、MaaS の潮流で既に盛り上がりを見せていたモビリティサービスに加え、 COVID-19 により衛生対策や 3 密回避
の潮流も加わり、 外部変化が自動車部品サプライヤーに与えるインパクトは益々大きく複雑になっている。 このような複雑で
変化の激しい時代を生き抜くには、 自動車部品サプライヤーは、自動車メーカーから来る要求を“待つ”のではなく、 生活者や
モビリティサービスプレイヤーの要件を“先読み”し、 製品仕様として取り組み、自動車メーカーに対して提案していく姿勢が必要
である。 例えば、モビリティサービスプレイヤーにどのような要望があるか話を聞きに行き、 議論をすることもアプローチの 1 つであ
る。 実際に、COVID-19 で求められる衛生志向の高まりに対応可能な抗菌繊維を開発する企業や、 CASE 進展によるクルマ
の居住空間化を見据え、 シート位置や空調の個別調整機能の開発に取り組む企業も出てきている。 こうした、付加価値が
川上（技術革新）、 川下（新サービス）に移転する“スマイルカーブ化”は Post COVID-19 の時代では今後益々進展してい
くとみられる。 ここで、短中期の収益視点ではモビリティサービスプレイヤーに対する単独事業での収益化を狙うのではなく、 そこ
で得られたインプットを既存事業へ反映し、より付加価値の高い製品を開発・供給することで、 既存事業の収益性を高めて
いく考え方が肝要だ。 
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図表 5 ニーズの先読みによる製品付加価値の向上 
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