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第2章　新しい統合的移動サービスに向けて

　ITS Japanでは、「誰でもどこでも快適に移動出来る社会」の実現を目指し、それに
資する移動サービスを「統合的移動サービス」と呼び、2018年7月より活動してきた。
この統合的移動サービスは、欧州発のMaaS（Mobility as a Service）や米国のMoD
（Mobility on Demand）と概念的には同じであるが、欧米では主にマルチモーダル化や
利便性向上を主目的としたものであるのに対し、ITS Japanでは、移動は本来の目的
を達成する為の手段と捉え、マルチモーダル化や利便性の向上のみならずその先の目
的迄見据えた移動サービスを考えている。具体的には、以下の3つの「統合」から構成
されると考えている。
◆ニーズの統合：移動ニーズと社会ニーズを高度にマッチングしたサービスの構築
◆技術・手段の統合：移動手段と移動環境（インフラ）の統合的な進化
◆プレーヤーの統合：多様なプレーヤーと知恵を連携した新たな価値創造
　“ニーズの統合、技術・手段の統合、プレーヤーの統合とは何か”をより具体化し
ていくために、地域現場で具体的に取組まれている課題解決策の調査や国の政策に深
くかかわっている有識者との意見交換、WG活動を通した会員との意見交換や議論を
行ってきた。地域現場では、様々な壁を乗り越えて、プレーヤーの統合などが行われ
始めていることなど、先進的な取組みを行っていることが分かった。また、国もこれ
らの地域活動を後押しするよう法制度の改正を行った。今年度は新型コロナウィルス
感染症拡大防止の観点から、いくつかの地域現場を調査することにとどまったが、こ
れらの調査結果や国の動向も参考にしながら、今年度の統合的移動サービスについて
の活動を振り返るとともに、今後の方向性等を紹介する。

1. ITS Japanが目指す「統合的移動サービス」とは

　最近、MaaS（Mobility as a Service）が、ニュースや
新聞等メディアでも取り上げられる事が多くなってきた。
MaaSの定義には色々とあるが、概ね「既存の複数のモビ
リティサービスを統合しシームレスに提供するサービス」
という点は共通している。世界で最初のMaaSサービス
は、2016年、MaaS Global社により、フィンランド・ヘ
ルシンキ市で始まった。同社は、MaaSアプリ「Whim」を
提供し、複数の交通手段（電車、バス、タクシー、レンタ
カー等）を束ね、一括で検索・予約・決済出来るようにし
た。これによって、公共交通をはじめとする自家用車以
外のモビリティの利便性を高め、環境負荷もより少ない公
共交通等の利用を促し、自家用車の利用を減らすことを目
標にしている。日本では、国土交通省、経済産業省の下、
2019年よりMaaSの導入検討が本格化し、実証実験が開始
された。人口減、超高齢化が深刻な日本では、その対策と

して、移動の足の確保と共に、地域の活性化が喫緊の課題
であり、それに資するモビリティサービスとして、MaaS
が注目されている。
　ITS Japanは、2013年に東京で開催された世界会議“第
20回ITS世界会議東京2013”に先立って、「ITSによる未来
創造の提言」を公表した。その中で、「誰でもどこでも快適
に移動出来る社会」の実現を提言した。その実現に資する
移動サービスを「統合的移動サービス」と呼ぶこととし、
委員会（統合的移動サービス推進委員会）を立上げ、2018
年7月より、活動を開始した。
　統合的移動サービスを具体化していくには、まず、現
場へ赴き、現場を知ることから、と考え、上述した3つの
要素（ニーズの統合、技術・手段の統合、プレーヤーの統
合）を軸に、現地密着で泥臭く取組んできた。
　ここで、日本には、1700を超える市町村がある。国土
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2. 新しい統合的移動サービスの実現に向けて（今年度の具体的な取組み）

2-1.2020年度の取組み概要

　当初、統合的移動サービスの実現にむけ、自治体と密に
連携したケーススタディ・試行の実現を目指しプロジェ
クト型委員会「統合的移動サービス推進委員会」を設置し
2018年から2年間の活動をしてきたが、ニーズ・技術・プ
レーヤーの統合につながるようなサービスや取組みを探る
ことが出来なかった。
　そこで、20年度は、技術・手段の統合として、モビリ
ティサービスプラットフォームを構築して活動している会
員企業を中心に、地域を類型化して共通的な地域に横展開

交通省より、長期的な国土計画として公表されている「国
土のグランドデザイン2050」では、小さな拠点、高次地方
都市連合（中規模都市）、大都市と3つに分けられており、
それらを踏まえて活動を行ってきた。
　これ迄、地域交通サービスは、自治体と地域交通事業者
が担ってきたが、自治体と地域交通事業者が知恵を絞り、
改善に努めてきたが、長年赤字に、特に地方では、悩まさ
れており、自治体と地域交通事業者だけでは、限界に来て
いる。新しいパートナーと連携し、新しい視点での打開策
立案が必要である。その有力な候補として、統合的移動
サービスへの期待は高く、先進的なITS技術を有し、統合
的移動サービスの実現に奮闘している会員企業およびITS 
Japanに対する期待も大きい事が分かってきた。
　昨年度からの変化点としては、新型コロナウィルス感染
症の拡大、国の地域公共交通に関連した法改正（地域公共
交通活性化再生法等改正）が挙げられる。新型コロナウィ

ルス感染症の拡大により、緊急事態宣言が発令され、外出
が制限された。それに伴い、移動に対する考え方も変化し
てきた。移動の意義（価値のある移動か、価値のない移動
か：移動のバリュー）や移動の動機付け（なぜ、移動する
のか：モチベーション）について、考えさせられている。
　これらの視点で捉え直した「新しい統合的移動サービ
ス」が問われていると認識している。会員有志よりの提案
もあり、後述の通り、新しいWGを立上げ、これからの移
動サービスの検討を始めた。又、国の地域公共交通に関連
した法改正では、独占禁止法の特例が認められ、乗合バス
事業者の共同経営が可能となった。又、輸送資源の総動員
の名の下、地域の交通手段を束ねること（モビリティの総
動員）も可能となった。後述の通り、これらを見据えた先
進的な取組みもみられ、地方から統合的移動サービスが始
まりつつあると感じている。次項以降で具体的に報告した
い。

図表2-1　 ITS Japanがイメージする統合的移動サービス

できるようなサービス基盤の要件検討と、地域の交通課題
解決のために地域住民を巻き込んだコンソーシアムを立
ち上げて活動しようとしてる地方都市を会員企業とともに
支援する活動、国の省庁・地方自治体・交通事業者等で地
域の課題を解決するために意見交換の場づくり等の活動を
行った。
　また、全国で多くの実証実験が行われているが、社会実
装へは至っておらず、会員企業との議論で社会実装をする
ための活動が必要だと認識した。
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2-2.今年度からの新たな取組み

1） 新WG　「地方中核都市を対象とする新モビリ
ティサービス検討WG」の取組み

　前述の通り、統合的移動サービス推進委員会は、2018
年7月より活動を始めた。
　活動も2年目に入り、コミュニティプラザ（2020年2月
開催）の場を借りて、中間まとめを行った。これ迄の活動
の総括と共に、委員会活動を通して分かってきた等の共有
を行った。
　委員会の中で、大都市や小さな拠点を対象とするWGを
立ち上げ、統合的移動サービスの導入を検討したが、何れ
も、エントリー市場として始めていくには、ハードルが高
いことが分かった。大都市は、例えば、東京都市圏では、
大手私鉄業者が沿線開発の一環として、既に、鉄道をはじ
め傘下のバス、タクシー等含めた統合的な交通サービス
を展開しており、これにMaaS的な要素を取り入れた地域
交通サービスの高度化へ取組んでいること等が分かった。
又、小さな拠点は、ITS Japanとして、正に、取組むべき
領域ではあるが、持続可能性を勘案すると厳しいものが
あった。その中間となる中規模都市（高次地方都市連合）、
その中でも、人口規模が比較的に大きく、新しい事に前向
きな都市から始めた方が、その後の展開も考え易いという
ことが分かってきた。
　会員企業の中には、国土交通省、経済産業省が進めてい
る実証実験“スマートモビリティチャレンジ事業における
モデル事業“へ参加しているところが幾つもあり、それら
の会員企業が、実証から実装への展開の難しさや横展開し
ていくにはどうすればいいのか等について、悩んでいる事
も分かってきた。
　2020年初めから、日本でも、新型コロナウイルス感染
症が広がり始め、感染者数の拡大に伴い、外出の自粛が求
められ、移動も制限された。移動する前に、必要な移動な
のか、代替出来ないのかを考える等、移動に対する見方や
考え方も変わってきた。ITS Japanも、それらを踏まえた
モビリティサービスの在り方が問われているという認識を
持ち始めた。
　そうした中、会員企業よりの提案もあり、これからのモ
ビリティサービスを検討するWGを立ち上げることになっ
た。ここで、対象として中規模都市に焦点を当て、活動を
始めた。手順としては、内閣府地方創生事務局が掲げる中
枢中核都市（82都市）を中規模都市とみなし、これらを層

別化し、その中からモデル都市を選び、その都市の特性、
交通特性、取組み、課題、施策等を調査し、これからのモ
ビリティサービスを検討していくことになった。交通に係
る課題を共通する課題、その都市固有の課題に分類し、共
通する課題については、横展開していくことを前提に施策
案を検討し、整理していく。最終的に活動成果を提案とし
て纏めていくことを考えている。スマートモビリティチャ
レンジ事業 等への参加経験のある会員企業を参加メンバー
とし て募り、2020年10月から活動を開始した。

　活動を開始して、半年余りが経過した。中枢中核都市の
層別化を行い、モデル都市として、大津市、長崎市、仙台
市を選定した。各都市の調査を行い、交通に係る課題につ
いて、深掘りを行っている。2021年度末迄に、提案を取
り纏めることを目指している。

2）笠間市MaaS協議会立ち上げ支援

　これまでの活動から社会実装に向け推進していくために
は、交通事業者と関連民間企業だけではなく、国の省庁・
地方自治体・関連団体・学界を巻き込んだ活動が必要であ
る。会員企業がMaaSの導入を支援していた笠間市では、
国を巻き込んだ活動を模索していたため、ITS Japanから
コンソーシアムを立ち上げることを提案し企画 作りを支援
した。
　この支援により、笠間市スマートシティコンソーシアム
（構成員：笠間市、笠間市商工会、笠間市社会福祉協議会、
笠間市観光協会、中央大学、（株）みちのりホールディン
グス、日本電信電話（株）等）が2020年2月に設立された。
このコンソーシアムとして「国土交通省スマートシティモ
デルプロジェクト」へ公募することとなり、この企画作り
にオブザーバーとして参加した。この企画案では、ステッ
プ1「新しいスタイルの交流人口拡大」、ステップ2「関係
人口拡大」、ステップ3「移住・定住」へという継続的な流
れを創り出すことで持続可能な街づくりを目指した。具
体的には、ステップ1として、笠間ファン倶楽部を基にプ
ラットフォームを構築（笠間ファン倶楽部プラットフォー
ム：KFPF）し、これを利用し観光MaaSによる新しいス
タイルの交流人口拡大を、ステップ2としKFPFを利用し
たMaaSによる公共交通の統合化を段階的に推進し地域一
円で利便性を上げ関係人口拡大を進めることとした。
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図表2-2　笠間市スマートシティコンソーシアム

3）スマートシティ、新モビリティサービスへの
　 取組み事例

（1）大津市・京都市の新モビリティサービスの視察結果
　2020年度日本版MaaS推進・支援事業の拡大のためス
マートモビリティチャレンジとして選出された52事業の
実施状況確認のため、取組みを行っている地域への現地調
査を計画した。
　京阪ホールディング（株）が交通事業者として参加して
いるが、大津市ではネイティブアプリ（以下、アプリ）を
京都市ではウェブ型アプリと異なるアプリを使っているこ
とに興味を持ち、第1弾として大津市と京都市への現地調
査を計画した。その後、会津若松、日立、静岡等も計画し
たが、新型コロナウィルスの影響により現地調査を中断し

ている。今回は、大津市地域交通政策課担当者との情報交
換も実施した。

　『大津市は、大阪・京都のベットタウンであるが、自動
車の交通分担率は2010年時点で44.7%である。この傾向は
年々増えている。さらに、今後の少子高齢化により利用者
の減少、公共交通事業者の経営悪化、人手不足などの懸念
があり、地域特性を踏まえた地域交通サービス確保と維持
が問題である。
　今回は、交通の利便性向上、更にそれによる地域経済の
活性化を目的として大津市版MaaS “ことことなび”に「観
光向けMaaS」と「住民向けMaaS」を組込み同時に推進し
た実証実験である。

図表2-3　ことことなび 
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　大津市市役所の担当者との話では、「観光
MaaS」は実績を上げている。一方、「住民向
けMaaS」は利用者が伸びず期待通りの展開と
なっていない。この対策として移動＋健康を
うたい滋賀県が実施している健康推進アプリ
「BIWA-TEKU」と連携した「健康ウォーク&
ライド」というアプリも合わせ実証実験した。
内容は好評であったが、アプリを複数使うこと
がネックとなり期待通りの展開に至らなかっ
た。』とのことだった。
　「観光MaaS」は実績を挙げているが、平準
化を考えると両MaaSが両輪となり回らないと
継続性は困難と考える。今回は、京阪ホール
ディングとの連携による実証実験であるが、そ
の他の地域交通事業者も包括したMaaSの実現
も重要な課題である。
　最後に、大津市市役所の担当者との情報交換
以外で気づいた点を以下に述べる。

● 今回の全てのアプリとも駅（バス停）中心の
MaaSであり、土地勘の無い観光客は起点
（駅やバス停等）を探すのに迷い現在位置中
心の機能が必要と考える。
● 現場では、データ取得の重要性の認識が低い
のか、NFC（Near Field Communication）利
用したデータ収集操作への誘導がなくデー
タ取得が機能していない。NFCなどでは、
データ取得への誘導をシステム的に促すこと
が必要である。
● スマホ利用は便利であるが、電波が弱い地域
では切れてしまい機能できないことが（今回
も比叡山内で電波は切れ表示不良となり周り
に迷惑をかけた）起きるため使用範囲の考慮
がいる。
● ウェブ型アプリは廉価で運営できると聞く
が、使い勝手がアプリに比較して劣る。

図表2-4　住民向けMaaS 

　京都市は、定番観光地への観光客の集中によ
る市内中心部渋滞緩和のため、認知度・評判が
高くても、訪問率が極端に低い周縁部への分散
化を目指した実証実験を実施した。鉄道・バス
のクーポン付デジタルフリーパス及びデジタル
飲食チケットの販売、デジタルスタンプラリー
を統合したウェブ型アプリ“奥京都MaaS”である。乗換ア
プリで時間距離が遠く表示され、選ばれない周縁部への誘
導をメインとしているが、朝・夜観光の分散化等も考慮し
ている。

　大津市と京都市の実証実験は両方ともMaaSにより観光
客がスマートに移動できるよう工夫されている。その使い
勝手は良く比叡山周遊から大津市、また、京都市外縁部の
周遊も期待以上に容易に移動することが出来ている。

図表2-5　奥京都MaaS
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　2020年度は、国の地域公共交通に関連した法改正が
あったが、この背景には、各地域においてITS Japanが目
指した統合的移動サービスの視点である、プレーヤーの統
合やニーズの統合ともいえる良好事例があった。
　プレーヤーの統合という視点では、乗合バス事業者の共
同経営に向けた取組み、ニーズの統合という視点では、地
域の移動手段の総動員、中山間地区における地域コミュニ
ティと連携した公助による移動手段確保の取組みがあっ
た。これらの取組みは、地域現場の熱意ある担当者や地域
に深く入り込んだ有識者の地道な活動によって作り上げら
れていた。また、新たな地域づくりの視点として『関係人
口』に着目し、担い手の方々との意見交換を通して地域づ

3. 地域の交通・移動の課題と取組み

くりの現場で起きつつある暮らし・まちづくり・事業構造
の変化の兆しの一端を知ることができた。ここでは、これ
らの活動を中心に紹介する。

3-1.地域との交流活動

　2020年度の地域との交流活動では、図表2－6に示すよ
うに、地域ならではの実情や課題を知ること（現場を知る
こと）、地域に実装されている課題解決に向けた統合的移
動サービスに資する多様な取組みを知ったうえで、他の地
域や会員企業にとって有益な先進地域の取組み事例を発信
する活動を進めた。

図表2-6　地域 ITS活動の全体像

（1）地域の多様な取組みを知る
　地域の移動課題と多様な取組みを知る活動では、国の公
共交通関連法案改正の方向性も踏まえ、社会資本整備審議
会地域公共交通部会の有識者との交流を通じて、中山間地
区の移動課題の解決や地方都市における移動手段を統合的
に考える取組み、都市部における乗合バス運行の効率化や
共同経営に向けた動きに着目し、いくつかの自治体（北上
市、飯能市、熊本市、広島市、会津若松市、静岡市）と積
極的な交流を進めた。また、各地で行われたオンラインの
シンポジウムやセミナーにも積極的に参加することで、現

地の移動課題や自治体関係者や担い手の取組みを把握し
た。

（2）自治体関係者や会員企業をつなぐ場の設定
　自治体関係者や会員企業をつなぐ場として、産官学の関
係者と先行的取組みを進めている自治体関係者に参加いた
だき、地域公共交通に関連した法改正の概要や地域の良好
事例を共有し、今後の事業活動への気づきとすべく『地域
のモビリティサービスを考えるフォーラム』を企画し、オ
ンラインで開催した。加えて、新たな地域づくりの視点
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で『関係人口』に着目し、地域の現場で具体的な活動に取
り組む産官学の関係者から地域で起きつつある暮らし・ま
ちづくり・事業構造の変化の兆しを会員企業と共有すべく
『新たなコミュニティづくりと公共の価値を考える ～地域
の実践的取組みから見えること～』と題したコミュニティ
プラザを企画し、オンラインで開催した。以降で、これら
の活動概要を紹介する。

3-2.地域の交通・移動を取り巻く状況

　日本では、人口減少・高齢化が進み、地域の暮らしの
足、おでかけの足を支える公共交通ネットワークの縮小や
サービス水準の低下なども進んでおり、地域住民と事業
者、自治体が一体となった取組みが求められているが、自
治体が求める公平性、公共性と住民が求める個人に適し
たサービスを両立させることは非常に難しい問題である。
しかしながら一部の地方都市では、利用者（市民）視点に
たった知恵と工夫を凝らし担い手とのコミュニケーション
をしっかり取りつつ、公共性と住民が求める個人に適した
サービスを両立させることにチャレンジしている。
　このような地域の現場による知恵と工夫で暮らしの足、
おでかけの足を維持・確保する動きを、国は公共交通関連
法案を改正する事で後押しする形になっていると言えよう。

3-3.地域の事例

　国の公共交通関連法案改正の方向性も踏まえ、地域との
交流活動を通じて得られた、地域の移動手段を統合的に考
える（モビリティの総動員）、都市部における乗合バス運
行の効率化、データ利活用、共同経営に向けた動きを紹介
する。

1） 地域の移動手段を統合的に考える（モビリティの
総動員）

（1）埼玉県飯能市の事例
　埼玉県飯能市では、交通政策課が主体となって地域の課
題解決に向けて大切にする考え方を、『市・交通事業者・
地域が協働して「まもる・育てる・つくる」公共交通』と
して、以下の基本目標をもって政策を推進している。
【3つの基本目標】
・ 地域の幹線交通としての路線バスを「まもる」
貨客混載事業や地域が主体となって、路線バスを維持確
保する

・路線バスを身近にして公共交通を「育てる」
利用しやすい公共交通環境をつくり、おでかけを促進す
る

・生活を支える公共交通手段を「つくる」
スクールバス混乗制度、施設送迎車を活用した新しい移
動サービスなどを活用する

図表2-7　3つの基本目標

　市民の暮らしの足、生活を支える交通手段を確保するに
あたり、足りない部分を埋めるために、市役所内の福祉部
門や教育部門が所管する移動手段との連携、交通空白地
域におけるボランティア輸送、NPO組織による有償運送、
民間の医療機関の送迎バスを路線バスに活用する等、まさ
しく地域の移動手段の総動員に向け、地道な活動を進めて
いる。

図表2-8　生活を支える公共交通手段を「つくる」

図表2-9　足りない部分は『総動員』

（2）岩手県北上市の事例
　北上市は、都市を構成する地域コミュニティごとに歩い
て移動できる範囲に生活を支える都市機能を集中させなが
ら都市全体を支える核や他地域と連携・共生していく都市
のあり方を紫陽花にたとえて『あじさい都市』を目指して
おり、都市づくりのキーワードは、『都市拠点・地域拠点・
公共交通』としている。
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　北上市では、拠点間交通と地域内交通の「結節点」と北
上市の地域公共交通サポート事業が特徴である。主に中山
間地の輸送を担う地域内交通（自家用有償運送、乗合タク
シー、互助輸送）と各地域拠点と都市拠点を結ぶ拠点間交
通の結節点を設置し、買い物やおしゃべりができる 待合施

図表2-10　北上市の公共交通ネットワーク

図表2-11　地域内交通への支援

設を整備することによって、お年寄りのコミュ ニティの場
となっている。また、地域主体の運行にむけて、財政的な
支援だけではなく、北上市地域公共交通サポート事業とし
て、勉強会等の実施、運行方法のアドバイス、運行計画の
策定支援等も『公助』として実施している。
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①あるべきバス路線網の実現に向けた取組み
　あるべきバス路線網とは、利用者のニーズに沿った利便
性の高い持続可能なバス路線網を指し、この実現に向けて
路線バス事業者5社がその垣根を越えて取組むことはもと
より、鉄軌道事業者・タクシー事業者・関係機関・地元自
治体等とも緊密な連携を進める。

②共同経営計画の策定・実施
・需給バランスの調整による運行の効率化
事業者間で利害が対立するような路線は、競合する事業
者同士で運行系統を調整（委譲／再配分）し、需要と供
給のバランスが取れた便数を確保（適正化）する。

・ラウンドダイヤ化による利便性の維持・向上
適正なサービス内容（路線・ダイヤ・運賃等）を事業者
同士で調整し、ラウンドダイヤ化（毎時間同じ時刻（毎
時同分）に電車・バスが来る）による待ち時間の減少な
ど、バス利用者の利便性の維持・向上を図る。

③分析システムの構築・活用（5社データを統合化）
　フォーマットの異なるデータを5社まとめて取り込み、
路線再編、ダイヤ見直し、各社業務の効率化に活用する。

（2）広島市
　人口100万人を擁する広島市では、広島市地域公共交通
活性化協議会の取組みにより、多数のバス事業者と行政が
協調・連携し、公共の価値を高める公共交通とまちづくり
の取組みが進められている。

図表2-14　共同経営計画の策定と見込まれる効果

図表2-15　分析システムの構築・活用

　これらの事例から、北上市の交通政策担当者が、地域住
民（コミュニティリーダーとなる区長の存在が大きい）や
交通事業者と良くコミュニケーションを取って地域に見
合った個々の取組みが実装されていることがわかる。 

2）乗合バス運行の効率化、共同経営に向けた動き

（1）熊本市、九州産交バス
　熊本市では、『熊本におけるバス交通のあり方検討会』に
おいて、乗合バス事業の課題（サービス水準の低下、運転
士不足の深刻化によるバスサービスの廃止・縮小）から、
以下の3点を決めた。
・会社間の垣根を越えて、路線再編等の取組みを実施
・ 共同経営型の事業形態へ移行する（共同運営準備室の設
置）
・ 利用促進策（共通定期券等）の実施、路線バス事業に関
するデータ公表を実施

　乗合バス事業を共同経営型の事業形態へ移行するにあた
り、熊本都市バス内に共同運営準備室（2021年3月25日に
「共同経営推進室」に改称） が設立され以下の取組みが進め
られている。 

図表2-12　拠点間交通と地域内交通の「結節点」

図表2-13　共同経営への経緯
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図表2-16　目指すまちづくりと公共交通

①目指すまちづくりと公共交通
　・目指す都市構造（まちづくり）から公共交通を考える
　・ 集約型都市構造への転換（都心部、市街地、郊外部の
相互連携）

　・ 拠点間（都心部⇔市街地⇔郊外部）を結ぶ公共交通網
の構築

②具体的な取組み（事業者間の「競争」から「協調」へ）
　・ 都心部においては、バスが過密状態（市内に12のバス
事業者が存在）

　・ 系統の統合、重複区間の便数適正化（3700便から3400
便へ）

　・ 新たに都心循環線（エキまちループ、まちのわルー
プ）を構築し利便性向上

　・郊外部⇔都心部間のバス路線再編
　・ 郊外部から都心部への直通便型から商業施設と連携し
た拠点構築&フィーダー型へ転換

　・ バスロケ（Busit：バスイット）、ゾーン型運賃、各社
共通定期券の導入など

図表2-17　都市内交通の再構築

　広島市では、公共交通関連法案の改正も踏まえて、広島
市が主体となってサービス過剰な都心部の平準化、郊外部
の移動手段確保・維持にチャレンジしていこうとする姿が
みえた。

3）地域づくりへの動き

　地域づくりの「新たな担い手」として「関係人口」が注目
されている。「関係人口」とは、「観光・交流」や、「移住」「定
住」する人ではなく、「その中間で、地域に何らかの形で関
与する人」を指しており、この「関係人口」が地域コミュニ
ティと共に地域活動を担うという動きが始まっている。
（1）島根県邑南町 羽須美地区の事例
　島根県邑南町（おおなんちょう）羽須美地区では、 廃線
となったJR三江線でトロッコ列車を動かすことで 地域活
性化を目指す事業を行っている。この事業を主催する地域
側の担い手と鉄道ファンとして羽須美地区に訪れる観光客
を「関係人口」として迎え入れるという事例である。

図表2-18　関係人口（鉄道ファン）の迎え入れ

　ローカル鉄道への趣味・興味や自然豊かな地域の魅力に
惹かれて地域を訪れた「観光客」という立場から、観光で
訪れた時に地域の方々とふれあった事をきっかけに、やが
て地域 活動に主体的に加わる「関係人口」になるという流
れが起きている。（「関係人口」については、P.66で解説）

図表2-19　地域住民と関係人口の協働
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（2）新たな地域つながりサービス事業の事例
　地域で新たな暮らし方をしたい、地域の空き家をうまく
活用する新たなサービス事業も生まれている。これは、月
額制で全国の空き家に自由に住めるサービスで、以下の特
徴を持った多拠点居住を通じた新たな暮らし方と関係人口
づくり、地域への移動や活動拠点を安価に提供し、交通
サービス事業者も加わったチャレンジが始まっている。

図表2-20　新たな暮らし方と関係人口づくり

4. 国の政策（公共交通、移動支援、地域MaaS）

　地域公共交通の減便、廃線の進展に加え、新型コロナウ
イルス感染症拡大による輸送量減少などを乗り越えるた
め、次の新たな公共交通のあり方を考え、新たな移動サー
ビスを実現する必要がある。これらの検討のために、これ
までの国の公共交通関連政策の変遷と、2020年に大きな
政策変更に至るまでの取組み経緯を整理する。

4-1.公共交通政策の変遷（2000年～2020年）

　現在の公共交通政策は、「国土のグランドデザイン2050」
が盛り込まれた「国土形成計画（2015年～2025年）」の中
の「地方創生の枠組み」に含まれている。
　ここでは、直近20年間の公共交通関連政策を俯瞰して、
2020年度に大きな政策変更が行われた背景を浮き彫りに
すると共に、新たな交通政策が期待する地域公共交通の姿
を描くこととする。

（1）規制緩和を軸とした公共交通政策（2000年～）
　国鉄改革が行われた1986年から14年後の2000年に、鉄
道、バス、タクシーの規制緩和が始まった。その当時、す
でに地方部の公共交通事業は概ね赤字体質であったが、国

は公共交通事業を民間競争領域であると捉えて、この規制
緩和を進めた。この規制緩和は、サービスを向上するため
の新規参入をし易くするという目的があり、事業競争によ
る公共交通の改善を期待した改革で、都市部では有効だっ
た。しかし、国による「需給調整機能が廃止」され、簡単
な届け出だけで事業参入だけでなく事業撤退もできること
になったため、特に地方の鉄道、路線バスを中心に、路
線廃止や事業撤退が進んだ。その結果、例えばバス停が
400m圏内にない「交通空白地域」が増えるという結果に
なった。
　地方の鉄道や路線バスにおいては、すでに大量輸送の事
業モデルは崩れており、人口減少と自家用車利用が一般化
する中で、利用者の減少傾向が続いていた。しかし、その
事業構造を自ら構造改革できなかった事業者が路線を維持
できなくなることは自明であった。

（2）地域公共交通の再生への方向転換（2007年～）
　そこで、2007年には、「地域公共交通活性化再生法」が
制定され、自治体の権限が強化されて、自治体が交通事業
者などと協議会を設置できるように定められた。しかし、
交通事業者は、参加メリットを感じないと参加しないな

①ゆったり個室ですごしながら仕事もできる多拠点ライフ
② 家守（空き家を管理する地元の人で、その地域での魅力
や生活する上での最低限のルールを教える人）をハブと
した、その土地ならではの出会いや体験
③会員コミュニティでの、多拠点ライフ仲間との交流
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ど、協議会参加が強制ではなかったという法定協 議会の運
営面の課題があり、協議会で定められるべき「地域公共交
通総合連携計画」において、期待通りの地域公共交通の全
面的な改善のしくみとしては定着しにくい面があった。
　この頃から、フランスの交通基本法などを参考にした
「移動権」や「交通権」の議論がおこなわれ、最終的には、
2013年に交通政策基本法として成立した。
　この交通政策基本法の中に、「国民の最低限の移動手段
の確保は国・自治体の責務」と明記されている。ここから
「地域公共交通網形成計画（マスタープラン）」と、まちづ
くりの基本である「立地適正化計画」とを連携すべきであ
ることが明確になった。
　しかし、マスタープランを作らなくても補助金は受けら
れるとか、自治体から出された計画内容にも濃淡が大きい
など、十分には浸透しなかった。そこには、さらに「自治
体が複数事業者と合同で議論する」ことは「独占禁止法に
抵触する恐れがある」という指摘もあって、なかなか突っ
込んだ議論ができない、という事情もあった。

（3）地域特性に合わせた新たな取組み
　2008年（平成20年）をピークとして続く人口減少や高齢
化と生産年齢人口の減少による活力低下が懸念される中、
地方では財政基盤の弱体化、様々な事業における担い手不
足などが顕著になってきている。その打開策として、「コ
ンパクト化」という発想で、都市機能の集約を含めた都市
再生や行政サービスの集約、インフラ維持管理の統廃合な
どによる行政支出の削減と合わせて、住民の効率的な生活
空間づくりをめざした施策が2014年に閣議決定された「日
本再興戦略」であり、そこにコンパクト・プラス・ネット
ワークの形成を推進することが盛り込まれた。この戦略に
基づいて、同年に「都市再生特別措置法等及び地域公共交
通活性化再生法の改正」が行われ、「立地適正化計画」及び
「地域公共交通網形成計画」に加えて、「中心市街地活性化
基本計画」との連携を推進することが決定された。
　ここで、「コンパクト化」については「立地適正化計画」
の中で定められており、各自治体で立地適正化区域を定め
て、その中に居住誘導区域と都市機能誘導区域を設けるこ
とと、その具体化への環境整備や誘導施策事業の推進を求
めている。
　一方、「ネットワーク」については「地域公共交通再編実
施計画」の中で、地域公共交通ネットワークを面的に再編
することが求められた。そこでは、「くらしの足の確保」、
「生活基盤としての公共交通」、「観光や交流のための公共
交通」など、それぞれの地域の多様なニーズに柔軟に対応
できる公共交通計画を作成することが求められた。
　しかし、前述したように「地域公共交通網形成計画」で
はバス路線等の再編を必須としたが、複数事業者を交えた
協議会の円滑な運営には独占禁止法の競争制限に該当する

恐れもあり、うまく機能しなかったことから、2020年の
法改正に至っている。
　これらの法改正を有効に活用して、交通事業者、地域産
業界、周辺自治体が連携して、魅力的で持続可能な将来像
を描くことが期待される。まさに統合的移動サービスの構
築など、地域特性に合わせた新たな取組みが必要である。

（4）総合的制度見直しによる地域公共交通の再生
　このような状況を打破するために、2020年11月に、ま
ちづくりと交通網形成を自治体主体でしっかり取組めるよ
うに、総合的な見直しが図られた。
①地域が自らデザインする地域の交通
　地方自治体への要請として、従来の「地域公共交通網形
成計画」を「地域公共交通計画」へとバージョンアップす
ること、かつその作成を努力義務化した。そして、その
「地域公共交通計画」の中に、従来の路線バスなどの公共
交通サービスに加えて、スクールバス、福祉輸送、自家用
有償旅客運送など、地域の多様な輸送資源を計画の中に位
置付けることを要請した。これは、これまで、それぞれ個
別の制度で運用されていた輸送資源を公共交通の枠で一本
化することを求めたものである。

②輸送資源の総動員
　自治体には、コミュニティバス、乗合タクシー、スクー
ルバスなど、それぞれの制度下で運用されている移動手段
があるが、それらを規定の枠からはずして、連携活用する
ことで「地域の公共交通計画」を再編することを努力義務
化したものである。
　今後は、レベル4の自動運転なども視野に入れた取組み
が進む可能性がある。この推進には、自治体の力量が求め
られるので、人材育成も重要な要素となる。

③運輸事業の共同経営化
　複数の乗合バス事業者が、「独占禁止法の特例除外」の制
度を活用して、運賃や運行路線のダイヤ編成などを協議し
て、サービス連携することが可能になった。
　これによって生まれる資源を、まちづくりや、交通ネッ
トワークに生かすという構造改革につながると期待されて
おり、いわゆるMaaS的なアプローチも深まる可能性が期
待されている。

4-2.地域MaaSの取組み

（1） 国土交通省“都市と地方の新たなモビリティサービス
懇談会”中間まとめ

　日本において、MaaSの導入検討が本格化し、実証実験
等が始まったのは、2019年度からである。2019年3月、国
土交通省は、“都市と地方の新たなモビリティサービス懇
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談会”（座長：筑波大学石田名誉教授）の中間まとめを公表
した。その中で、“日本版MaaS”について、「多様なサービ
スと連携することにより、マルチモーダルだけではなく、
マルチサービスを提供する、また、まちづくりと連携す
る。」と定義された。移動は手段であり、本来の目的であ
る様々なサービス（観光、ショッピング、病院で治療を受
ける等）との連携を考える。また、交通結節点の整備等ま
ちづくりとの連携も含めて考えていくことが求められるこ
とになった。

（2） 国土交通省・経済産業省による“スマートモビリティ
チャレンジ”事業の立上げ

　前述の中間まとめを踏まえ、2019年4月より、国土交通
省・経済産業省の連携の下、“スマートモビリティチャレ
ンジ”事業が立ち上がり、モデル事業の採択を通した横展
開、スマートモビリティチャレンジ推進協議会を通した普
及を柱とする事業が始まった。2019年度は、国土交通省・
経済産業省合わせて、28地域が、2020年度には52地域が
モデル事業として採択されている。また、2019年度より、
普及活動の一環として、採択されたモデル事業の取組み紹
介を兼ねた地域シンポジウムが地方毎に開催されている。

4-3. 国土交通省・経済産業省によるモデル（実証）
事業

　前述の通り、2020年度もスマートモビリティチャレン
ジ事業のモデル事業として52事業が採択された。又、両
省に重複して採択された地域は、会津若松市、日立市、静
岡市の3地域であった。3地域共、昨年度に続き連続して
採択されている。注目される点は以下の通り。
◯会津若松市：
-  日立MaaSとの連携（会津若松市の会津乗合自動車

図表2-21　関係省庁の動き 

（3） 国土交通省“交通政策審議会 交通体系分科会 地域公
共交通部会”中間まとめ

　2020年1月、国土交通省より、地域公共交通部会の中間
まとめ（座長：横浜国立大学 中村副学長）が公表された。
独占禁止法の適用除外により、乗合バスの共同経営を可
能とする、地域における輸送は輸送手段毎に制約があった
が、これら制約を撤廃し、輸送手段を総動員してサービス
を提供する事を可能とする事が謳われた。上述の通り、中
間まとめを踏まえ、関係法令が改正され、2020年11月よ
り施行された。これらの規制緩和により、地域公共交通の
根幹をなす乗合バスの共同経営、中山間地や過疎地におけ
るモビリティの総動員が可能となり、利便性向上と共に、
採算性の改善が期待される。

（4） 国土交通省“MaaS関連データの連携に係るガイドラ
イン Ver.1.0”

　2020年3月、国土交通省より、“MaaS関連データの提
供に関するガイドライン”が公表された。
　Society 5.0、スマートシティのReference Architecture
を踏まえた内容である。データ利活用に向けた環境の整備
も進みつつある。

（株）と日立市の茨城交通（株）が 両社の親会社の（株）
みちのりホールディングスの共通基盤を 使用して連携）
-  東日本旅客鉄道（株）の2021年度“東北デスティネー
ションキャンペーン”を見据えた広域連携

◯日立市：
-  公式なMaaSアプリを作らない。既存アプリへのデー
タ・システムを公開
-  自動運転バスの取り込みと共に、自動運転バスの停車
バス停から先のラストワンマイルにデマンド型交通を
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図表2-22　令和2年度　スマートモビリティチャレンジ対象地域 

提供し、シームレスにつながるサービスを提供
（自動運転＋ラストワンマイル型デマンド交通）
◯静岡市：
-  まちなかの賑わいづくりと連動した仮想ダイナミック
プライシング（混雑や密を緩和し、平準化を図ると共
に、まちなかへの移動を促す観点から、インセンティ
ブ（運賃割引ではなくまちなかで使用可能なクーポン
を提供）を付与
-  クルマ（自家用車）や公共交通のデータを活用した“交
通まちづくり”への取組みを開始

　採択された実証内容は、昨年度と比べると、一歩踏み込
んだ面白い内容を提案しているところが多い。交通手段と
連携するサービスの拡がり、実質運賃無料、データ利活用

等、実証の成果が期待される*。
*） ・ 交通手段と連携するサービス：これ迄の商業施設、飲
食、宿泊施設、観光施設、医療施設との連携に加え、
防災との連携、教育施設・学習塾の送迎対応等、より
踏み込んだ提案を行っていた。

 ・ 実質運賃無料：利用を促すインセンティブとして商業
施設等と連携した公共交通の割引を更に進め、無償化
を提案していた。例）東村山市、春日井市（高蔵寺）、
神戸市

 ・ データ利活用：自家用車、公共交通のデータを活用し
た“交通まちづくり”を目指したその第一歩となる提
案（静岡市）、“まちなか”移動、消費動向：滞在時間、
歩行空間の在り方、“来街者”の出発地、経路：効果
的なアクセスの検証を提案していた（新潟市）。

5. 主催イベント

　2020年度は、地域の新たな取組みを紹介するコミュニ
ティプラザを2回、地方自治体や国を交えた公共交通に関
する意見交換の場づくりを1回行った。以下にそれらの活
動を紹介する。

5-1.コミュニティプラザ

（1） 「新たなコミュニティづくりと公共の価値を考える～
地域の実践的取組みから見えること～」

　第3期中期計画（2016年～2020年）の地域活動を通して
得た知見等を、コミュニティプラザやITS Japan NEWS
を通して情報発信してきたが、2020年度は、2021年度か
ら始まる第4期中期計画につながる情報発信を 行うことと

した。
　第4期中期計画では、まず地域、住民、旅行者、行政な
どを想定して「個の価値」「公共の価値」を考え、これらを
実現するためのモビリティサービスや仕組みのあり方検討
につながる具体的な検討テーマや活動を設定するという方
針で進めている。
　これらを理解するためには、地域で芽吹いている「新た
なコミュニティづくり」や「地域の価値共感に向けた活動」
ということについての知識や現状を知ることが重要である
と考え、有識者や、地域に根付いてこれらの活動に取組ん
でいるキーマンに登壇いただき、会員企業と一緒になって
今後の活動への気づきを得るために、コミュニティプラザ
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　第1部の講演では、富山で都市デザイン、交通課題の解
決に尽力されている富山大学堀田先生、関係人口に造詣が
深いローカルジャーナリスト、関係人口をすでに実践して
いる自治体、関係人口の支援につながるビジネスを展開し
ているベンチャー企業に登壇頂いた。
　富山大学堀田先生からは、富山市における関係人口への
取組みとして、ジソウラボ（南砺市井波地区）、Healthian-
wood（立山町）、小さな拠点（富山市八尾大長谷地区）が
紹介された。
　ジソウラボとは、南砺の土地がもたらす豊かな自然と他
者に対して安泰をもたらす思いやりの心、古くから育まれ
てきたこの土地独特の精神文化を、民藝運動の創始者であ
る柳宗悦は土の徳と書いて「土徳（どとく）」と呼んだ。ジ
ソウラボは、そんな土地の文化を継承しながらも、現代の
人口減に伴う様々な問題を積極的に解決するため、業種業
態の垣根を超えて集まった新たな活動体である。

図表2-24　ジソウラボとは

　また、関係人口への関わり方として、ネット経由で遠隔
から関わる『ソフトな関係人口』と地域に訪れ参加交流型
の関わりを持つ『ハードな関係人口』、地域の方々と同じ
目線で地域の課題解決に貢献する関わり方を指向する『超
ハードな関係人口』があると解説された。加えて、都市部
から関係人口として地域と関わるために、移動するコスト
の削減や移動手段、所要時間に関する容易な情報検索など
による移動モチベーション向上も関係人口拡大へのポイン
トである。

図表2-25　関係人口の関わり方

『新たなコミュニティづくりと公共の価値を考える　～地
域の実践的取り組みから見えること～』をオンラインで開
催した。

　第2部のパネルディスカッションでは、事務局の想定
を超えたパネリストの活気あるディスカッションがあり、
“観光よりも生活に根差した関係人口”、“マスプロ的なト
ライよりも、少人数の本当に関心のある人のつながりが地
域に必要な交流を生む”、“関係人口の参加者に適用できる
MaaSがあればうれしい”等新たな気づきを得ることが出
来た。

（2） 「統合的移動サービスの実現に向けて～地域実証の取
組み状況と課題共有、解決の糸口を考える～」

　2021年2月に「地方中核都市を対象とする新モビリティ
サービス検討WG」の会員企業が議論した「実証で、うま
くいった事、うまくいかなかった事」をテーマに、第5回
コミュニティプラザで「統合的移動サービスの実現に向け
て～地域実証の取組み状況と課題共有、解決の糸口を考え
る～」と称して発表を行った。

　熊本大学大学院の溝上教授が長年に亘る 研究・実証を繰
り返し、2020年10月に実装に至った「荒尾市おもやいタ
クシー」の基調講演から始まり会員企業からは3つの取組
みを紹介した。
・ 日本ユニシス様から、2019年の実証でデータホルダーと
して取組んだ大津市・新潟市で得た公共交通への人々の
行動変容について紹介
・ ケー・シー・エス様から、最も先進的な地域として注目

図表2-23　コミュニティプラザ『新たなコミュニティづくりと
公共の価値を考える』 
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される会津若松市での2019、 2020年度に行われた実証報
告
・ 西日本旅客鉄道様からは、広域を視野に入れた統合型
MaaSアプリ“WESTER”の構想、下支えである小さな都
市の事例紹介。
　ディスカッションでは、これらの解決策について有識者
や自治体も交え、会員企業と幅広い議論を行い、解決の糸
口を率直に討議した。
　総括で溝上教授からは統合的移動サービスが取り組む
「地方中核都市を対象とした新モビリティサービス検討
WG 」検討の要点（図表2－26）を示して閉会した。 

図表2-26　中核都市モビリィティサービス検討の要点

図表2-27　コミュニティプラザ
『統合的移動サービスの実現に向けて』

5－2．地域のモビリティを考えるフォーラム

　本フォーラムは、地域の公共交通の現状から一歩踏み出
して課題解決に取組んでいる交通事業者や自治体の先進的
な取組みを、2020年11月27日に改正・施行された地域公
共交通関連法案を先取りした参考事例として紹介したうえ
で、会員企業を含めた関係者で今後の地域のモビリティ
サービスについて、議論できる場を作ることを目的に開催
した。
　昨年も同様のフォーラムを開催したが、2020年度は 新
型コロナウイルス感染症拡大の影響で、オンライン で開催
した。

　第1部の講演では、今回の地域公共交通関連法案改正に
関する社会資本整備審議会地域公共交通部会の主要メン
バーでもあり、地域に深く入り込んで地域の交通課題の解
決に尽力されている 福島大学吉田先生と、先進的な取組み
を進めている交通事業者から熊本都市バス様、自治体から
岩手県北上市様、埼玉県飯能市様に登壇いただいた。
　第2部のグループディスカッションでは、登壇者の 取組
みに合わせて4つのグループを作成し、登壇者と会員企業
ならびに事務局メンバーも加わって、地域の移動課題解決
や地域の実情に見合ったモビリティサービスの実現に向け
て、前向きなディスカッションを実施した。
　第3部では、参加者全員でグループディスカッションの
討議結果を共有した。なお、本フォーラムには、登壇者、
ITS関連省庁、特別会員、委員会・研究会の有志、事務局
が参加したが、省庁、自治体、有識者等が同じテーブルを
囲んで議論する場を作ることができて、 非常に貴重な機会
となった。 
図表2-28　地域のモビリティサービスを考えるフォーラム

　福島大学吉田先生の基調講演のみについて、概要を報告
する。 
　福島大学吉田先生からは、『改正地域公共交通関連法・
独占禁止法特例法の活用方策　 　～輸送資源の総動員と統
合型移動サービス実現に向けて～』と題して、改正地域公
共交 通関連法・独禁法特例法施行の背景や対応のポイント
を解説いただいた。 
　地域のくらしの移動とおでかけの移動や乗合バス事業者
の課題解決、地域で求められ る地域公共交通マネジメント
のためには、本制度を活かして乗合バス事業者の共同経営 
や地域の輸送資源を総動員するなど、地域側の枠を超えた
協働によって地域の移動課題は緩和され、課題解決の一助
になるはずとのアドバイスがあった。
① 2020年11月27日 施行の改正地域公共交通関連法・独
禁法特例法の解説
・地域公共交通計画策定の努力義務化
・乗合バス事業の共同経営が可能に
・乗合型の公共交通以外の協議運賃が事実上可能
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図表2-30　改正地域公共交通関連法・独禁法特例法

②地域の移動とお出かけの問題の解決に向けて、各々の
「守備範囲」を少し拡げる（「のりしろ」をつくる）ことでモ
ビリティの問題は緩和され、単一サービスでカバーするよ
り合理的になるはず。

図表2-31　のりしろの発送が移動の自由度を広げる

6. 今後の取組み

　今後の取組みを説明する前に、3－3 3）（1）（P.59）の島
根県邑南町の事例や5－1（1）（P.63）のコミュニティプラ
ザ の紹介にも登場する“関係人口”について説明する。
　総務省の関係人口ポータルサイトによると、“「関係人
口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交
流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉”
と定義されている。

・「関係人口」が生まれた背景
①都市と地方の双方の「くらし」に課題
　・都市（過密） ＝ つながりと存在感の喪失
　・地方（過疎） ＝ 担い手不足とあきらめ
②地方公共団体のこれまでの取組み
　・移住・定住 ＝ 地方同士はゼロサムゲーム
 都市からはハードルが高い

・ 輸送資源の総動員：公共交通、自家用有償に加え、学
校・福祉・商業施設等への送迎車の活用
・ 市町村運営有償運送が「交通空白地有償運送」と「福
祉有償運送」に編入

　・交流・観光 ＝ 地域側の「交流疲れ」
 消費の関係性に偏りがち

　従来は、人口減少が続く中山間等の地域づくりでは、減
少する人口にどうやって歯止めを掛けるかあるいは現状維
持するのかという視点で、定住人口を少しでも増やしてい

図表2-32　関係人口とは

図表2-29　改正地域公共交通関連法・独禁法特例法
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くことに注力して検討されてきたが、近年、人口を増やす
ことよりも住んでいる人々が豊かに暮らせることや地域の
賑わいを取り戻すこと等を目指す方向にあり、その「新た
な担い手」としての「関係人口」が地域コミュニティと共
に地域活動を担うという動きが始まっており大いに注目さ
れている。
　特集で説明したITS Japanの第4期中期計画でも、この
関係人口に注目し、観光でもない定住でもない新たな移動
を含めた多様なモビリティサービスを社会実装すべく活動
していく計画である。
　統合的移動サービスの今後の活動としては、まず、現在
取組んでいる地方中核都市WGを通して、これらのモビリ
ティサービスの在り方、横展開していく為の課題や施策等
を整理していく。ここで得られた成果を統合的移動サービ
スの進化へ結び付けていきたい。 
　これからの統合的移動サービスの方向性としては、前
述した「ITSによる未来創造の提言」の中の“だれでもどこ
でも快適に移動”出来る社会の実現という言葉が方向性を

地 域 活 動 掲載頁

北海道 講演会及び地域 ITS 研究会の開催
（北海道 ITS 推進フォーラム） P. 68

青森県 あおもりスマートシティ協議会に関する取り組み
（特定非営利活動法人　青森 ITS クラブ） P. 69

新潟県 にいがた LIVEカメラ
（新潟県 IT&ITS 推進協議会） P. 70

柏市 柏の葉地区における自動運転バスの営業運行実証実験
（柏市） P. 71

横浜市 超小型モビリティ「チョイモビヨコハマ」カーシェアリング実証実験
（横浜市） P. 72

愛知県 「ITS あいち県民フォーラム 2020」の開催
（愛知県 ITS 推進協議会） P. 73

大津市 大津市における京阪バス（株）と連携した自動運転に関する取り組みについて
（大津市） P. 74

鳥取県 中山間地における新たな交通助成制度の導入について
（鳥取県） P. 75

7. ITS推進団体からの寄稿
　～各地域での2020年度の活動事例～
　各地域で様々なITSの活動が行われている。ITS Japanの特別会員である地域ITS推進団体の2020年度の活動事例を紹
介する。

良く表していると考える。第3期中期計画では、“社会課
題への取組み”を念頭に活動してきたが、統合的移動サー
ビスは、“多様な個人の移動ニーズに応じて、最適な移動
サービス”を提供していくことであり、これ迄の活動を通
して、“個”の重要性も改めて認識させられた。これから
は、“個”の価値も見据えた、往々にして相反することも
多い“個”の価値と“公共”の価値ではあるが、これらの両
立させる統合的移動サービスを目指していきたい。 
　第4期中期計画では、Keywordsとして、“移動のバ
リューチェーン”、“移動のモチベーション”を掲げてい
る。移動の全体像を俯瞰し、上述した関係人口をはじめと
する関係省庁等の動向も把握しつつ、対象を絞って、移
動の価値・意義、移動の動機付けとは何か、を掘り下げ
ていくことから始めていく。その中で、「移動のバリュー
チェーン」、「移動のモチベーション」を定義していき、こ
れらの視点で捉え直した新しい統合的移動サービスを検討
していきたい。
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講演②： 北海道二次交通オープンデータ化の取り組みについて
講師：株式会社ユニ・トランド　代表取締役社長
　　　代表取締役社長  高野 元 氏
　　　株式会社メディア・マジック
　　　取締役第1開発部長  越後 智介 氏
講演③： 可搬式ナンバー自動読取装置を活用した無車検車対

策について
講師：国土交通省 北海道運輸局 自動車技術安全部
　　　技術課  課長  内木 義昭 氏

【第2回】
日程：令和3年2月8日（月）
場所：オンライン開催
主催：北海道ITS推進フォーラム
講演①：インフラ分野のDXについて
講師：国土交通省  北海道開発局  事業振興部
　　　技術管理課  技術管理企画官  西村 敦史 氏

第1回地域 ITS研究会の様子（矢尾板氏の講演）

講演②： 岩見沢市における5G等の活用について～未来技術
を用いた地方創生～

講師：岩見沢市　企画財政部
　　　情報政策推進担当次長  黄瀬 信之 氏
講演③：AIを活用した公共事業の最適化に関する研究
講師：札幌市立大学　AIラボ
　　　特任准教授  高橋 尚人 氏

　令和2年度は講演会を1回、研究会を2回開催し、合計
7テーマについて講演・発表をいただいた。いずれもDX、
IoT、MaaS、i-Construction 、5G、AIなど現在の情報化社
会における重要なキーワードに関する興味深い内容であり、
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響から、オンライン
を活用した開催を余儀なくされたにも関わらず毎回多くの方
に参加いただいた。次年度以降も会員の皆様に満足いただけ
る話題を企画・提供し、有意義で実りある講演会及び研究会
を開催していきたいと考えている。

○令和2年度　地域 ITS推進研究会
【第1回】
日程：令和2年10月26日（月）
場所：北海道大学　学術交流会館　第一会議室
　　　（オンライン併用）
主催：北海道ITS推進フォーラム
講演①：i-Construction・BIM/CIMで活用される
　　　　3次元計測技術とデータマネジメント
講師：株式会社パスコ　新空間情報事業部 事業推進部
　　　事業推進課  課長  矢尾板 啓 氏

講演会及び地域 ITS研究会の開催

（北海道 ITS推進フォーラム）

　北海道ITS推進フォーラムでは、啓発・普及事業、調査・
研究事業の一環として、講演会及び産学官民連携による地域
ITS推進研究会を開催している。令和2年度に実施した概要
は以下のとおりである。

○令和2年度　北海道 ITS推進フォーラム講演会
日程：令和2年7月21日（火）
場所：札幌市教育文化会館　4階講堂
主催：北海道ITS推進フォーラム
講演：データ流通社会の構築と社会基盤整備の相補性
講師：室蘭工業大学 大学院工学研究科 もの創造系領域
　　　准教授  有村 幹治 氏

令和2年度　北海道 ITS推進フォーラム講演会の様子

第 2回地域 ITS研究会・オンラインの様子（西村氏の講演）

北海道

各地の ITS活動紹介 2021年版
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4.青森 ITSクラブの活動内容
　除排雪作業において、現在多くの職員の経験に基づき
行っている除排雪出動指令までの一連の流れを、パトロー
ル車両のドライブレコーダーやスマートフォン等から取得
した画像を基にAIが解析し判断するなど除排雪作業を支
援し、作業の効率化・省力化を図る。

＜令和元年度のとりまとめ＞
・路面の凹凸具合や、轍の深さなどを定量的に解析
・路肩に堆積した雪の高さを絶対量として算出
・ 轍や路面の凍結など、様々な路面の状態に分類し、除雪
作業の必要性を確率として算出

1.協議会の設立趣旨（協議会資料より抜粋）
　多雪都市である青森市では、概ね3か月以上にわたる降
雪・寒冷期においては道路交通機能が低下し、特に集中的
な降雪があった場合には交通渋滞が発生するなど、市民生
活や円滑な経済活動に大きな影響を与えています。
　青森市では、雪対策及び雪処理に要する財政負担が大き
いことに加え、除排雪業務に必要となる職員の確保や、必
要となるスキルの継承が課題となっております。
　また、除排雪の担い手である除排雪事業者においても高
齢化の進展等に伴い、担い手の育成、技術の継承が今後の
課題となっております。
　そのため、効率的・効果的な除排雪体制を維持し、市民
の日常生活の安全・安定を確保していくことが最優先課題
となっています。
　国においては、先進的な技術の活用により、都市や地域
の機能やサービスを効率化・高度化し、各種の課題の解決
を図るとともに、快適性や利便性を含めた新しい価値を創
出する取組である「スマートシティ」を推進しており、令
和元年8月には、スマートシティの取組を官民連携で加速
するため、「スマートシティ官民連携プラットフォーム」を
設立したところです。
　これからのことを踏まえ、官民連携の下、先進的技術を
活用し、雪に強く、機能的で快適な「つよい街」である多
雪都市版スマートシティの実現に向けた取組を推進するた
め「あおもりスマートシティ協議会」を設立します。

2.協議会の目的
　あおもりスマートシティ協議会は、雪に強く、機能的で
快適な「つよい街」である多雪都市版スマートシティの実
現に向けた取組を推進することを目的とする。
　協議会は、目的を達成するため、次に揚げる活動を行う。
　・除排雪の効率化・省力化に向けた調査研究に関する活動
　・その他協議会の目的を達成するために必要な活動

3.協議会の活動内容
　青森市が実施する除排雪の効率化・省力化に向けた調
査・研究に取り組むこととし、当面は、青森市が積雪状況
を把握し、除排雪の実施時期を判断するまでの作業を効率
化・省力化するシステムの構築を目指す。
　・令和元年10月：協議会の設立
　・令和2年 5月：調査・研究内容等を情報共有
　・令和2年10月：今後の活動について協議

あおもりスマートシティ協議会に関する取り組み

（特定非営利活動法人　青森 ITSクラブ）

青森県

　また、パトロールの人手不足に加え、ベテラン職員が
行っていた除排雪作業指示のタイミングなどの経験に頼っ
ていた判断根拠を、後継者へ継承するべくAIが学習しノ
ウハウをデータベース化することにより、除排雪作業判断
の平準化を図る。

＜令和2年度の実施内容＞
・ベテラン技能者の画像認識をAIモデル学習
・カメラ画像のフレーム分割
・画像による技能者による除排雪判断
・除排雪画像のラベリング
・AIモデル開発

路面状態を定量的に解析

画像 AIモデル開発のイメージ
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　図1、2のようなマップモードの他に図3のようなテキス
トモードでの利用が可能となっている。テキストモード
では新潟県内を「上越」、「中越」、「下越」、「佐渡」の4つの
エリアに分け、そこから更に「一般道」、「高速道路」、「河
川」、「地域」に分類して検索が可能となっている。
　ただし、マップモードのように、カメラ名を入力するよ
うな検索はできない。図 1　にいがた LIVEカメラ　マップモード

図 2　にいがた LIVEカメラ　マップモード（拡大）

図 3　にいがた LIVEカメラ　テキストモード

　新潟県IT&ITS推進協議会では、約370台のライブカメ
ラを公開している。2020年度の利用実績等は以下のとお
りである。

○新潟県 IT&ITS推進協議会HPでの公開
　新潟県IT&ITS推進協議会は平成14年からHP内に「に
いがたLIVEカメラ」というページを設けている。大雨や
大雪等の悪天候の状況、港や河川、道路の状況の確認等で
多くの方に利用されている。
　にいがたLIVEカメラで公開しているカメラのうち、新
潟県IT&ITS推進協議会が自前で付けたものは1つだけで
あり、その他のカメラは新潟県や国土交通省等の外部の団
体が取り付けているデータを提供いただき、一括して公開
している。
　にいがたLIVEカメラのアクセス数は多い月で200万ア
クセスを超える。（2021年1月の1か月でのアクセス数は約
203万アクセス）
にいがたLIVEカメラURL：
https://www.live-cam.pref.niigata.jp/

にいがたLIVEカメラ

（新潟県 IT&ITS推進協議会）

新潟県

○にいがたLIVEカメラの機能
　にいがたLIVEカメラはそれぞれ「一般道」、「高速道
路」、「河川」、「地域」の4つに分類されており、マップ
モードではそれぞれカメラのアイコンが「緑」、「紫」、
「青」、「赤」に色分けされている。（図2参照）
　また、表示するアイコンを「一般道」、「高速道路」、「河
川」、「地域」で絞って表示させたり、検索機能で一部のカ
メラのアイコンのみを表示させたりすることが可能である
など、利便性を向上させる機能を付している。

○今後の期待
　にいがたLIVEカメラは多くのサイトにリンクが張られ
ており、令和2年度からは国土交通省北陸地方整備局で北
陸地方管内のライブカメラが取りまとめられているサイト
でもリンクが張られたため、今後より一層の利用が期待さ
れる。
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○概要
・実施主体：柏ITS推進協議会
・ 参加団体：東京大学モビリティ・イノベーション連携研究機構，
東京大学生産技術研究所，東京大学大学院新領域創成科学研究
科，柏市，先進モビリティ（株），東武バスイースト（株），三井
不動産（株），BOLDLY（株），柏の葉アーバンデザインセンター
（UDCK），パシフィックコンサルタンツ（株），損害保険ジャパン
（株），三菱オートリース（株），愛知製鋼（株），（株）IHI，コイト
電工（株）（合計15団体）

・ 期間：2019（令和元）年11月1日～2021（令和3）年2月現在（次年度
以降についても運行を予定している。）
・ 運行時間帯：平日11時から15時までのうち4便を運行（うち1便は
特別便）
・ 運行ルート：つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅から東京大学
柏の葉キャンパス（詳細は図1を参照）
・ 距離：約2.6km（公道：2.3km，キャンパス内0.3km）の一部区間
・ 使用車両：①いすゞ自動車エルガミオをベースにした自動運転車両
（一般貸切運行）【2021（令和3）年1月18日～】
　 ②日野自動車リエッセをベースにした自動運転車両（一般貸切運
行）【2019（令和元）年11月～2021（令和3）年1月15日】

・ 乗客定員：着座のみを定員とし、エルガミオ28名（コロナ対応の際
は15名）、リエッセ17名

・自動運転レベル：レベル2
・ 乗車対象者：東京大学柏キャンパスの学生、教職員および柏キャン
パス来訪者を対象としている。

柏の葉地区における自動運転バスの営業運行実証実験

（柏市）

柏市

○特徴・実施目的
　自動運転に関する技術研究が進むなか、短期間の実証実験は多く行わ
れていますが、長期間の実施による実用運行を想定した運行方法やオペ
レート、点検保守に関する検証を行っているものは少ない状況である。
　本実証実験は、自動運転でのバス事業営業運行における運行時の課
題把握、対応方法の検証を目的としている。

○取組内容

図 1　自動運転バス運行ルート

図 3　自動走行制御項目および障害物認識機能

図 2　いすゞ自動車エルガミオをベースにした自動運転車両

○実施目標
　今回の実証実験は、国土交通省が選定するスマートシティモデル事
業・先行モデルプロジェクトの「柏の葉スマートシティコンソーシア
ム」の事業の1つとして位置付けている。
　今回の結果から、レベル4以上を見据えた走行性・安全性を評価
し、2021（令和3）年2月現在まで継続的に運行している。
　検証を継続的に実施していく中で得られた結果を踏まえ新たな自
動運転バス車両を開発し、2021（令和3）年1月18日からは、（図2）い
すゞ自動車エルガミオをベースにした自動運転車両を導入して継続的
に実証実験の運行を行っている。
　今後は、柏の葉のまちづくりと連携させ、安全・快適・便利な住民
サービスの創出を目指している。
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超小型モビリティ「チョイモビヨコハマ」カーシェアリング実証実験

（横浜市）

横浜市

○取組の背景
　横浜市は、「Zero Carbon Yokohama」を掲げ、2050年度までの
脱炭素化を目指しており、横浜市地球温暖化対策実行計画では、
重点施策の一つとして電気自動車を始めとする次世代自動車の普
及を推進している。
　この一環として、横浜市は日産自動車株式会社と連携し、超小
型モビリティを活用したカーシェアリング実証実験「チョイモビ
ヨコハマ」を実施した。

○取組の経緯
平成23年度　超小型モビリティを活用した実証実験
平成25～27年度　ワンウェイ型カーシェアリング実証実験
平成27～28年度　レンタカー型実証実験
平成29年度～令和2年度　ラウンドトリップ型カーシェアリング
実証実験

○取組の概要
平成29年度から4年間実施したラウンドトリップ型カーシェアリ
ング実証実験の概要は次の通り。
目的：  ・低炭素交通の推進

・移動手段の多様化による利便性の向上
・横浜観光の振興

実施期間：平成29年3月～令和3年3月
実施主体：横浜市、日産自動車株式会社
運営主体：株式会社日産カーレンタルソリューション
ステーション（貸渡・返却場所）： 16か所、24台（横浜駅～みな

とみらい～関内エリア）
運用台数：25台
無料一時駐車スペース：13か所、18台
利用料金： 利用1回あたり基本料金200円＋250円/15分（最大

3,000円）（初回利用は半額）

図 1　チョイモビヨコハマチラシ

図 2　公開空地に設置されたステーション

○充電方法
　車両は、充電専用ステーションで充電し、スタッフが各ステー
ションへ移動する集中充電方式を採用している。充電量はシステ
ムで管理されており、各ステーションに充電器を整備する必要が
なく、ITS技術が生かされている。

○ステーションについて
　利用者の利便性を高めるため、みなとみらい地区を中心にス
テーションを設置しており、利用者は好きな場所で車両を予約
し、予約した車両のカードリーダーに会員カードをかざして運転
を行う。
　また、チョイモビ利用者が無料で使用できる一時駐車スペース
も13か所用意し、横浜観光に訪れた会員に多く利用された。
　これらの場所は、公共用地のほか民間商業施設やコインパーキ
ング等を、チョイモビの趣旨に賛同した企業等から無償で借り受
けている。民間商業施設におけるステーションの一部は、公開空
地となっているため、横浜市市街地環境設計制度の公開空地一時
使用承認の制度を活用した。

○利用実績（令和3年3月末現在）
会員数：約5,000人
利用回数：約4,000回
　会員は、横浜市内在住者が多く、近隣住民の活用が多いと推測
される。神奈川県外の会員登録も多く、観光利用者も多いと考え
られる。
　走行は、みなとみらいエリアでの走行が大部分を占めるが、横
浜市郊外部での利用も見受けられる。

○今後に向けて
　横浜市での超小型モビリティ実証実験は、日本において電気自
動車が発売されて間もない時期に開始され、認知度向上という点
においてに大きな役割を遂げた。
　この成果を生かし、今後も引き続き、カーボンニュートラルを
目指した電気自動車等の推進について、官民連携で取り組みた
い。
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「ITSあいち県民フォーラム2020」の開催

（愛知県 ITS推進協議会）

愛知県

　愛知県ITS推進協議会（会長：愛知県知事、事務局：愛
知県交通対策課）では、普及啓発など様々な活動を通じて
ITSの推進に取り組んでいる。
　取組の一つとして、一般県民を対象にITSの最新動向な
どを紹介するフォーラムを年1回開催している。
　2020年は「モビリティ分野のトレンド」をテーマに、5G
を活用した自動運転など最新技術を活用したモビリティ分
野の動向について、各業界から講師を招いて紹介した。

【概要】
・日時　2020年11月27日（金）
　　　　午後2時30分～午後4時40分
・会場　名古屋国際センター 別棟ホール
　　　　（名古屋市中村区那古野一丁目47番1号）
・協賛　情報通信月間推進協議会
・参加者数　80名
・講演
（1）移動革命で変わる次世代都市交通の未来
　   ～MaaS、CASE、そして都市交通DXへ～

講師　株式会社三菱総合研究所
スマート・リージョン本部 
先進モビリティグループ
兼地域DX事業部
研究員  外山 友里絵（とやま ゆりえ）氏

内容　 EVや自動運転といった技術革新やシェアリング、
サブスクリプションなどの革新的なサービスモデ
ルにより移動革命が起こりつつある昨今において、
新しい技術やサービスにより次世代都市交通が広
がる可能性について講演していただいた。

（2）通信を用いた自動運転・安心安全領域の高度化と
  　ソフトバンクの取り組み

講師　ソフトバンク株式会社
テクノロジーユニット 技術戦略統括
先端技術開発本部
先端コネクテッド推進部先端技術試験課
課長  河村 浩彰（かわむら ひろあき）氏

内容　 5Gや世界的に機運が高まっているセルラーV2X通
信を用いた自動運転・安心安全領域の高度化につ
いて取り巻く現状をソフトバンクの取組事例を踏
まえながら講演していただいた。

　会場では、検温の協力やマスクの着用などを来場者に呼
びかけるとともに、空調機などにより換気を行うなど、新
型コロナウイルスの感染予防対策を徹底した。
　コロナ禍において、90名以上の参加申込があり、8割以
上の参加があったこと、また講演後に参加者から質問が飛
び交う場面があったことから、県民のモビリティ分野のト
レンドに対し、関心が高いことがうかがえた。
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大津市における京阪バス（株）と連携した自動運転に関する取り組みについて

（大津市）

大津市

1.大津市における自動運転の目的
・超高齢社会における新たな移動手段
・観光客の二次交通

2.自動運転実装に向けた工程

3.2020年度の実証実験の内容
・実験期間は7月12日（日）～9月27日（日）
・車両は先進モビリティ車両（いすゞ・ERGA mio）使用
・最高速度は40km/h
・公道においては自動運転化レベル2
・緑ナンバーを取得し、運賃を徴収する
・磁気マーカとの連携（一部区間）
・信号（8箇所）及び電車踏切（1箇所）との連携
・車内見守り

4.運行区間とサービス内容

5.実験結果
（1）乗降客数（日毎）

（2）アンケート結果（抜粋）

6.課題
・設定ダイヤに対する慢性的な遅延

・手動介入が一定必要
・ 乗り心地が不自然な箇所がある（GPSと磁気マーカの切替
時等）
・接触事案の発生
事案①　7月25日　縁石接触
　　　　びわ湖大津プリンスホテル18:00発便
事案②　8月30日　歩道柵接触
　　　　びわ湖大津プリンスホテル14:30発便

・運転手からの意見
GPSの受信感度向上やズレを生じた場合の通知システム、
急ブレーキや急ハンドルの改善等が意見としてあった

・信号・踏切連携
　 信号・踏切連携導入により手動介入は少なくなったが、運
転手からは違和感を感じるとの意見があった

・ビジネスモデル
　 レベル4車両で、運転手なし添乗員あり（大型二種免許無）
想定で、本実験と同様の運行をした場合、事業採算性確保
には1日224人乗車が必要
　 　一方、実績に対して、ホテルとの連携や、通勤需要への対
応により、採算性確保の可能性について確認した

7.今後の方向性
・ 引き続き自動運転の実装を目指すべく本プロジェクトは継
続し、机上検討を実施する。 
・ 自動運転技術の進展と国内での実用化の動向を注視し、
中・長期的な視点でロー ドマップを再検討する。
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中山間地における新たな交通助成制度の導入について

（鳥取県）

鳥取県

　R1年度から当県が行っている「中山間地における新たな交通
助成制度」導入に関する一連の施策をご紹介する。

1.きっかけ、背景
　きっかけとなったのは、H31秋から相次いだドライバー不足を
原因とした民間バス事業者の撤退であった。事業者の路線から
の撤退した地域では、貨物事業者の異業種参入や地域住民によ
る公共交通空白地有償運送など緊急的措置によりなんとか代替交
通は確保されたものの、ドライバー不足の課題は残されたままで
あり、中山間地の公共交通の維持確保が全県的かつ喫緊の課題と
なった。
　課題解決の方向性として「そもそも路線バス中心の県バス補助
制度が地域の実態に合わなくなってきており、タクシーや共助交
通を組み合わせた、柔軟な輸送を可能とする補助制度に変えてい
くべきで はないか」という仮説を立てた。タクシー、共助交通に
着目した理由として、鳥取県と日本財団の共同プロジェクトの存
在も大きい。H27.11に同財団と協定を結び「誰もが移動しやすい
新たな公共交通モデル」を目指し県内小型タクシーの約半数に当
たるUDタクシー200台導入や住民共助による地域交通手段の確
保に向けた住民を巻き込んだ体験講座などを行っている。これら
の環境を活かすのが得策であると考え、有識者、交通事業者、自
治体交通担当者等で構成する「新たな地域交通体系構築のための
研究会」を立ち上げるに至った。

2.研究会の検討経過
　研究会の目的は、県バス補助制度の改正方針案を創り上げるこ
とである。この研究会は、R1.8に立ち上げR2当初予算に反映す
るため、非常にタイトなスケジュールの中で推し進めた。
　研究会の進め方で一番拘った点は、現場の交通政策を担ってい
る市町村と、とにかくこまめに情報共有、意識共有をしながら進
めていったことである。限られた時間の中で何度も何度も丁寧に
議論を重ねた。
　解決策の核となるアイデアとして、研究会座長の鳥取大学谷本
圭志教授から「地域に交通事業者がいる場合は、第一にそこの活
用を考え、事業者が人手不足となる場合は、住民とうまく連携
するような形がとれないか」とのご示唆を受け、先進事例調査を
行った。そのような事例があるのか？と四方八方調査を進めたと
ころ、意外や意外。鳥取県と兵庫県の県境を挟んだお隣の市「養
父市」において、タクシー事業者と住民が連携する先進事例が
あった。灯台下暗しとは正にこのこと。養父市で運行中の「やぶ
くる」は、タクシー会社が全ての電話受付を行い、タクシー会社
から遠く迎車時間がかかり不採算となるエリアは住民ドライバー
に運行を任せるというまさに谷本理論を体現した交通システムで
ありこれを参考にすることとした。また、タクシーに対する助成
に乗り出すことも一つのテーマであった。中国運輸局からご紹介
いただいた広島県の神石高原町を参考にした。神石高原町は、通
学、広域、観光以外の路線バスをすべてにタクシー助成に切り替
えるという思い切った交通体系の再編をされ、R1地域公共交通
優良団体国土交通大臣表彰を受賞している。

　これらを参考として対応方針を作成。県下の首長と知事との
議論を何度も行い、R2当初予算において、全国初のバス、タク
シー、共助交通が自由に組み合わせ可能な補助制度を創設した。

3.成果と今後の課題
　R2は、創設した補助制度を活用するなどして各市町、組織が
地域特性・資源を活かし、タクシーの相乗り助成、タクシーの町
営化、共助交通の立ち上げ、貨客混載など様々な地域交通の再編
を始めている。
　また、新たに見えてきた課題として、共助交通の中心人物に
偏っている運行管理業務などを一括して請け負う新たなサポート
組織の設立、育成や、運用の更なる効率化と事業者の生産性、利
用者の利便性向上のための過疎地型MaaSへの取組強化などがあ
る。さらに、中山間地における交通再編に一定の道筋がついてき
たところで、今後さらに加速する少子高齢化社会を見据え、自家
用車に過度に頼らなくても生活できるまちづくりに向け、市街地
の公共交通再編にも全集中で取り組む。
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