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1. はじめに
2021 年 3 月 25,26 日の 2 日間にわたり自動車技術
会主催の第１回 CASE 技術基礎講座がオンラインに
て開催されました。この講座では CASE の根幹にあ
る要素技術を理解すること、機能やサービス、新たな
移動形態を考案する力をつけることを目的として開
催されています。
近年では、自動車業界は百年に一度の変革期を迎
えたといわれており、CASE 技術は今後の自動車開発
において非常に重要な要素になると考えられていま
す。そのため、今回は CASE 技術に関する基礎知識
をつけ、将来に活かしたいと考えてこの講座に参加
させていただきました。
（丹野著）
私も丹野さんと同様になってしまいますが、CASE
技術は今後の自動車開発において重要となってくる
ことが予想されます。そのため、CASE 技術について
の基礎を身に付けること、さらに、よりよいクルマ造
りを行う上で、自分の視野を広げることを目的に今
回の講座に参加させていただきました。（渡邊著）
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ここで、CASE 技術を安全、便利、効率の 3 つに分類
した際、それぞれに必要になっている技術を図 2 に
示します。
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2. CASE とは
CASE とは Connected (ネットワークに接続できる
車両)、Autonomous (自動運転)、Share&Service (シェ
アとサービス)、Electric (電動化)の頭文字をとったも
ので、現在の「移動体」におけるトレンドです(1)。
この CASE の発祥は 2016 年 9 月に行われた「パリモ
ーターショー2016」で、メルセデス・ベンツは「CASE
(ケース)」と名付けた中長期戦略を発表したことです
(2)
(図 1)。CASE のそれぞれの頭文字の詳細に関して
は以下の項にて説明させていただきます。
現在、自動車業界は 100 年に 1 度の変革期と変革期
と呼ばれています。その中でもこの CASE 技術は今
後の自動車技術に必要となります。

注目すべきところは Connected (ネットワークに接続
できる車両)はすべてに関わっていることです。
安全に関しては、A (自動運転)を実現するためには
事故を減らすためや渋滞情報など多くの車両との通
信を行うため、通信技術は不可欠です。また，便利
や効率に関しては Uber Eats やカーシェアサービス
などスマートフォンが介在した通信技術が今後、発
展していくと考えられます。したがって、通信技術
も重要となってくることが分かると思います。
また、講義の中で CASE は目的ではなくツールであ
るということがありました。したがって、何かを実
現するために用いる手段であることが理解できまし
た。
（渡邊著）

3. 自動運転がもたらすもの
まず、私が考える自動運転の社会的ニーズを挙げ
た上でこれらを実現するために必要な技術を説明し

ます。自動運転の社会的ニーズとして①交通事故の
低減、②渋滞の解消，③ドライバ不足，交通弱者の移
動手段の提供が考えられます。
これらを実現するために図 3 に示すような自動運
転のレベルが定義されています。
レベル 1 から 2 は ADAS (Advanced Driver Assistance
System : 先進運転支援システム)を用いた「運転支援
車」と呼ばれています。
ADAS は自動運転ではないが、システムが人間に介
在し、事故を未然に防ぎ、運転負荷を低減するもので
す。例をあげると自動ブレーキ、レーンキープアシス
ト、クルーズコントロールがあります。
これらの技術は現在の最新の車両には、ほとんど搭
載されています。
レベル 3 から 5 は ODD (Operational Design Domain)
を用いた「自動運転」です。
ODD とは自動運転システム設計時には，システムが
安全に作動する環境において作動する環境の条件を
定める必要性があります。つまり，この自動運転シス
テムが前提とする環境条件のことです(1)。
具体的な ODD の例としては、高速道路や工場や公園
などの閉鎖空間があげられます。
現在、実用化されているのは 2020 年 11 月型のホン
ダ レジェンドがレベル 3 の車両です。

図 3 自動運転のレベル分けについて(3)
この自動運転社会のインパクトとして、図 4 に示
すように、現状は OEM (カーメーカー) の下に Tier1
のサプライヤーがあり、さらにその下に Tier2 のサプ
ライヤーがあるといったピラミッド構造となってい
ました。しかし、今後は EV 用バッテリーや自動運転
ソフトウェア開発企業といった次世代自動車用キー
デバイスサプライヤなどが介入してくることが予想
されます。
さらに、自動車業界だけではなく、タクシーやバス、
決算方法といった自動運転車両をどのようにサービ
スとして提供するなど自動運転の市場はどんどんと

発展していくことが予想されます(1)。
結論として、自動運転システムは大きく変化してき
ており、流れは加速しております。また、それに応じ
て同時に周辺のサービスも発展し、多様なビジネス
モデルが構築されると考えられます。
講義の途中で自動車メーカーが設計をしていない
車両はサスペンションや車両運動制御がしっかりと
設計されていないため、乗車していて恐怖感がある
というお話がありました。したがって、自動車メーカ
ーの技術は今後も必要となるのではないかと考えら
れます。また、人が自動運転車に乗った際に乗り心地
の良い車両はどういったものなのかを研究していく
必要性があると考えます。
（渡邊著）
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4.シェアとサービスの行方
この講義ではシェアとサービスに関する実例や今
後の活用案、問題点などを紹介していただきまし
た。
まずは、シェアとサービスに関する実例として、
Uber や Lyft などのライドシェア、ShareNow などの
カーシェア、UberEats などの宅配サービスなどがあ
ります。
ライドシェアとは、アメリカなどで利用者が増えて
おり、通常のタクシーよりも安く利用でき、スマー
トフォンがあれば現在地まで数分で迎えに来てくれ
るため非常に便利なサービスです。
カーシェアとして日本で一般的なのはスマートフォ
ンなどから予約をし、予約時間になったら、車が置
いてあるステーションに向かい、使い終わったらス
テーションに停めに行くという形式です。それに対
してヨーロッパ、特にドイツなどでは路上駐車が一
般的なため路上に停めてある車をスマホで予約し
て、使い終わったらその場で乗り捨てという使い方
ができます。そのため、日本よりも便利に使えるた
め普及しているそうです。
また、現在の自動運転のレベル３では街中では使
えないため、街中で使えそうな運転負担軽減の案と
して遠隔運転により、自分で車を所有するが運転を
委託する方法と、遠隔運転の無人タクシーを使った

手法を挙げていました。遠隔運転に関しては便利だ
と思う一方で、通信エラーが起きた際やハッキング
された際に大きな事故につながるのではないかとい
う不安も感じました。
（丹野著）
5.モビリティを支える CASE
この講義では CASE に関する技術者倫理的な観点
で見た問題点などについて紹介していただきまし
た。
まずは、都市部の渋滞に関する問題としてブラジ
ルのサンパウロについて説明していただきました。
サンパウロでは、目的地に到着してから駐車スポッ
トを発見するのに時間がかかることが原因の一つに
なっているそうです。解決案として、走る車から空
き情報をアップして止めたい人がサーバから情報を
取得し、停められれば見つけた人が報酬をもらえる
という手法を挙げていました。
この案について技術者倫理的な観点で見ると、発見
者が安全に参加できるのか、発見者が嘘の情報をア
ップした時に起きることなどが問題点として挙げら
れます。特に安全面の問題が大きく、脇見運転の誘
発による事故の発生などが考えられるため、この案
を使うならばスマホや車載カメラ、センサーを用い
た自動検出のメカニズムの開発などが必要だと感じ
ました。
また、CASE 時代の妨害行為について説明してい
ただきました。車へのハッキングやジャミングなど
電子的なものだけでなく、道路の標識を塗りつぶす
ことでカメラに認識できなくさせることなど誰にで
もできる妨害行為も考えられるのでこれらの対処法
を考案しておく必要があるそうです。
（丹野著）
6.まとめ
今回の講座では自動車業界が百年に一度の変革期
を迎えたといわれる中で今後非常に重要になってく
る CASE 技術について学ぶことができました。自動
車業界に就職した際には今回の講座で学んだ知識を
活かして設計や開発に関わっていきたいと思いま
す。

1.

7.参考文献
公益社団法人自動車技術会
第 1 回 CASE 技術基礎講座講義テキスト

2.

メルセデスが提唱するクルマの新たな価値
「CASE」｜Mercedes-Benz LIVE!（メルセデ
ス・ベンツ ライブ） (mb-live.jp)

3.

国土交通省
自動運転のレベル分けについて

URL: 001226541.pdf (mlit.go.jp)

