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I．調査の背景と目的 

平成２７年７月に策定された長期エネルギー需給見通し（以下「エネルギーミック

ス」という。）においては、石油危機後と同等のエネルギー効率改善（ＧＤＰ当たりの

エネルギー効率を３５％程度改善）を実現し、平成２５年度を基準年として平成４２年

度に対策前比で原油換算 5,030万 kl程度の省エネルギー（以下「省エネ」という。）を

達成するという見通しが示された。このエネルギーミックスの実現を図るため、産業・

業務部門に関してはベンチマーク制度の見直し、連携取組の強化及び中小企業に対する

支援強化、家庭部門については住宅等のゼロ・エネルギー化、更に運輸部門については

次世代自動車の普及等を重要施策として掲げている。 

 

一方、今後、人工知能、ＩｏＴ及びビッグデータの活用等の革新的なイノベーション

により、新たな事業形態の創出や社会システムの変革が見込まれる中、次なる省エネ施

策検討のためには、これらの変革に伴うエネルギー需要構造の変化の可能性を把握する

必要がある。 

 

本調査は、新たな事業形態の創出や社会システムの変革によるエネルギー需要の変化

をプロジェクトベースで調査・把握することにより、将来的なエネルギー需給構造の変

化の可能性を検証し、省エネ施策検討の際の基礎資料とすることを目的に実施した。 
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II．調査内容 

1 調査対象の候補となるプロジェクトの発掘 

 従来型の省エネ概念に囚われず、将来的にエネルギーの利用に変化を及ぼす可能性のあ

る新たなシステムやサービス等を要件とし、実証を行っている各省庁、関連団体又は事業者

へのヒアリングや文献調査により、調査対象候補プロジェクトを発掘した。 

  

1.1 対象システム・サービス等の整理 

 本項では、分析対象とするシステム・サービス等を選定するため、今後普及すると想定さ

れるシステム・サービス等について机上調査を行い、その結果を整理した。 

 

 システム・サービス等の調査及び整理にあたっては、「未来投資戦略 2017」にて示された

「Sociey5.0 実現のための戦略分野」を参考とした。 

 Society5.0 は、我が国が目指すべき未来社会の姿として、「第 5 期科学技術基本計画」に

て提唱されており、「ICT 技術を最大限に活用し、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル

空間（現実空間）を高度に融合させたシステムや取組により、経済発展と社会課題の解決を

両立する人間中心の社会であり、狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社

会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、新たな社会を生む出す変革を科学イノベ

ーションが先導していく」という意味が込められている1。「未来投資戦略 2017」において

は、Society5.0 実現のために政策資源を集中投資する戦略分野について下記の視点を考慮

し、選定している。 

 

 未来投資戦略 2017 における戦略分野選定の視点 

• 我が国の強み（モノづくりの強さ、社会課題の先進性、大きさ、リアルデータの取得・

活用可能性）を活かせる分野であるかどうか。 

• 国内外で成長が見込まれる分野であるかどうか。 

• 課題先進国のモデルケースとして世界にアピールできる分野であるかどうか 等 

（出典：未来投資戦略 2017－Society5.0 の実現に向けた改革－） 

 

 上記観点から、「未来投資戦略 2017」では、次の 5 つの分野を選定し、我が国の政策資

源を集中投入し、未来投資の促進を目指すとしている。 

                                                   

 
1 「第 5 期科学技術基本計画」 
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表 1 未来投資戦略 2017 における戦略分野 

戦略分野 選定理由 戦略 

健康寿命の延伸 我が国は、グローバルにも突出し

て高齢化社会をいち早く迎えるこ

ととなる一方で、国民皆保険制度

や介護保険制度の下でデータが豊

富にある。 

健康管理と病気・介護予防、自立支

援に軸足を置いた、「新しい健康・医

療・介護システム」を構築すること

により、健康寿命を更に延伸し、世

界に先駆けて生涯現役社会を実現

させる。 

移動革命の実現 物流の人手不足や地域の高齢者の

移動手段の欠如といった社会課題

に直面している一方で、日本のモ

ノづくりについて AI・データとハ

ードウェアのすり合わせに強みが

あるとともに、自動車の走行デー

タを大量に取ることができる。 

物流効率化と移動サービスの高度

化を進め、交通事故の減少、地域の

人手不足や移動弱者の解消につな

げることにより、我々一人ひとりの

生活の活動の範囲や機会を広げて

いく。 

サプライチェーン

の次世代化 

カンバン・システムなど従前から

先駆的な取組がなされていたほ

か、綿密な「すり合わせ」力は我が

国特有の強みであることに加え、

工場のデータ、コンビニを中心と

した流通のデータも豊富である。 

個々の顧客・消費者のニーズに即し

た革新的な製品・サービスを創出す

ること等を可能にしていく。 

快適なインフラ・

まちづくり 

熟練労働者の高齢化や人手不足が

顕著である一方、オリンピック・パ

ラリンピック関連施設の建設や老

朽施設の更新、防災対策といった

大きなニーズがある。競争力のあ

る建設機械とデータの融合による

サービスが売りとなる可能性を秘

めている。 

人手不足や費用の高騰に悩むこと

なく、効率性と安全性を両立させ、

安定した維持管理・更新を浸透させ

ていく。 

FinTech 先進国に比べていまだに現金取引

比率が高く、また中小企業の IT 活

用も限定的であることから、

FinTech 導入による大きな効果が

期待できる。 

利用者にとっての金融関連サービ

スの利便性を飛躍的に向上させる

とともに、企業の資金調達力や生産

性・収益力の抜本的向上につなげて

いく。 

（出典：「未来投資戦略 2017－Society5.0 の実現に向けた改革－」より作成） 
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 本事業では、「未来投資戦略 2017」における Society 5.0 実現のための戦略分野を参考に

しつつ、すべての戦略分野に共通する課題として「働き手不足」が存在すると考えられるこ

と、また「快適なインフラ・まちづくり」は人手不足や危険作業への作業員投入を解消する

といった「働き手不足」解消を行うことで適切で安全なインフラ整備・管理の浸透を目指し

ていることから、「快適なインフラ・まちづくり」を「働き手不足対策」に変更し、システ

ム・サービス等の選定軸を次の通りに設定した。 

  

• 健康寿命の延伸 

• 移動革命の実現 

• サプライチェーンの次世代化 

• 働き手不足の対策 

• FinTech 

 

上記整理軸を用いて、システム・サービス等について情報収集及び整理した結果を以下に

示す。 

 

（1） 健康寿命の延伸 

全ての団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて、ビックデータや AI などの技術

革新を最大限に活用し、最適な健康管理と診療、自立支援に軸足を置いた介護など、「新し

い健康・医療・介護システム」が確立され、健康寿命が更に延伸し、世界に先駆けて生涯現

役社会が実現していることを目的とした戦略。 

本戦略に該当するシステム・サービス等を表 2 に示す。AI を活用した診療支援サービス

やロボットによる日常生活のアシストサービス、センサー等を活用した見守りサービス等

が該当する。 

 

表 2 「健康寿命の延伸」に該当する技術等とその概要 

システム・サービス等 概要 

在宅医療基盤（多職種

連携システム） 

患者等が住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続け

るために、地域における医療・介護の関係機関が連携し、多職

種協働により在宅医療・介護を一体的に提供するシステム。 

遠隔医療 通信技術を活用した健康増進、医療、介護に資する行為。厚生

労働省は、医療の質の向上・患者の利便性の向上・離島や僻地

等の地域差の是正等、地域医療の充実の観点から重要と位置づ

け。 

健康管理サービス 体重計や血圧計、活動量計等の健康データを一括管理し、グラ

フ等で可視化することで、利用者の健康管理を支援するサービ

ス。 

コミュニケーションロ 会話や動作、娯楽等を通じて利用者とコミュニケーションをと
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システム・サービス等 概要 

ボット り、利用者を精神面から支援するロボット。近年は、ロボット

に組み込まれたセンサーによる見守りサービスも提供されて

いる。 

介護支援ロボット 心身機能の低下により介護を要する人の自立や介護者の負担

軽減を目的としたロボット。移動や入浴、排泄等の日常生活や

介護作業に関する支援を行う。 

見守りソリューション

（赤外線カメラ、ベッ

ドセンサー、マットセ

ンサー等） 

センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器

を使用し、高齢者や要介護者の活動を家族、医療・介護施設等

に報告するサービス。 

ウェアラブルセンサー 着用できるコンピューター端末。眼鏡型・指輪型・腕時計型等

の形状を持つ。利用者の運動をトラッキングし、健康改善や疾

病予防等を目的とした端末も存在する。 

食事宅配 お弁当や食材を利用者の自宅等まで宅配するサービス。高齢者

や食事制限を必要とする医療患者向けに、栄養バランスの整っ

た食事を提供するサービスも存在する。 

 

（2） 移動革命の実現 

ヒト・モノの移動について、無人自動走行やドローン等の活用した荷物配送や自動運行船

舶等により、「移動革命」による物流効率化と移動サービスの高度化が進むことで、交通事

故の減少、地域の人手不足や移動弱者の解消を目的とした戦略。 

本戦略に該当するシステム・サービス等を表 3 に示す。E コマースの進展に伴い普及が

検討されている、ドローン配達・ロボット配送やオンデマンド配送、宅配ボックス、貨客混

載等が該当する。また、移動弱者の救済措置であるオンデマンド交通や自動運転車、パーソ

ナルモビリティ等も当てはまる。 

 

表 3 「移動革命の実現」に該当する技術等とその概要 

システム・サービス等 概要 

ドローン配送・ロボッ

ト配送 

ドローンの機体やロボットに荷物を装着し、空路又は陸路で荷

物輸送を行うこと。 

ドローン配送は、離島や山間部等の陸上輸送が困難な地域への

生活物品や医薬品等の配送が期待されている。「空の産業革命

に向けたロードマップ 2019」（経済産業省）では、2020 年度以

降は都市部等の人口密度の高い地域への活用が目標とされて

いる。 

ロボット配送は、特にラストワンマイルの代替補助手段として

の活躍が期待されている。ロボット配送の社会実装によって想

定される効果として、「自動走行ロボットを活用した配送の実

現に向けた官民協議会」（経済産業省）では次のものが挙げられ

ている。 

 

【人手不足の解消】 

ラストワンマイル物流の代替により物流現場における人手不
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システム・サービス等 概要 

足の解消。 

【交通環境の向上】 

配達用車両の削減を通じた渋滞緩和等による交通環境の向上。 

【生産性向上】 

極めて労働集約的な作業となっている台車等による配達の代

替による生産性の向上。 

【消費者利得の向上】 

ロボットを利用することでオンデマンド配送等が実現しやす

くなることによる消費者利得の向上 

オンデマンド配送 利用者が好きな時間・場所で荷物を受け取ることのできる配送

サービス。スマホアプリを使用し、受取者と配達者をマッチン

グさせ、荷物を配送する手法が一般的。その他、日本ではヤマ

ト運輸株式会社が無人配送車によるオンデマンド配送の実証

を実施している。 

宅配ボックス 受取者が自宅を留守にしている時に宅配便や郵便物の受取を

代行するロッカー型設備。自宅に設備を設置するタイプと駅や

コンビニ等に設置するタイプが存在する。 

カーシェアリング 複数人で自動車を共同利用するシステム。レンタカーとの違い

は、30 分や 1 時間など細かい単位での利用が可能なこと。 

オンデマンド交通 乗車・降車場所や運行時間に柔軟性を持つ公共交通手段。運行

方式（定路線型、自由経路型）や運行ダイヤ（固定ダイヤ型、

非固定ダイヤ型）、発着地自由度（着地（発地）固定型、着地（発

地）非固定型）の組み合わせにより様々な運行形態が存在する。 

自動運転車 システム等を活用し運転支援を行う自動車。自動運転レベルが

下記の通り定義されており、日本では 2020 年を目途にレベル

3、2025 年を目途にレベル 4 の市場化が目指されている。 

【レベル０】 

運転者が全ての運転操作を実施する。 

【レベル１】 

システムがステアリング操作、加減速のどちらかをサポート。

正確には「運転支援技術」と呼ばれ、「自動運転」とは異なる。 

【レベル２】 

システムがステアリング操作、加減速のどちらもサポート。レ

ベル１と同様に「運転支援技術」と呼ばれ、「自動運転」とは異

なる。 

【レベル３】 

特定の場所でシステムが全てを操作し、緊急時のみ運転者が操

作。レベル３から「自動運転」となる。 

【レベル４】 

特定の場所でシステムが全てを操作。緊急時もシステムが対

応。 

【レベル５】 

場所の限定なくシステムが全てを操作。 

クリーンエネルギー自

動車 

石油以外の資源を燃料に使用し、走行時の GHG 排出がゼロ、

又は少ない自動車。「クリーンエネルギー自動車導入事業費補

助金」事業（経済産業省）において対象となる自動車は下記の
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システム・サービス等 概要 

通り。 

【電気自動車】 

電気を燃料とし、走行時の CO2 排出がゼロな自動車。 

【プラグインハイブリッド自動車】 

外部から充電することができるハイブリット車。 

【燃料電池自動車】 

水素と酸素の化学反応によって作られる電気を使用して走行

する自動車。 

【クリーンディーゼル自動車】 

燃料噴射システム「コモンレールシステム」を搭載し、燃料を

ほぼ完全燃焼することができる自動車。不完全燃焼が原因で排

出される有害物質の排出を軽減することが可能。 

パーソナルモビリティ 自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域

の手軽な移動の足となる 1 人～2 人乗り程度の車両。 

貨客混載 公共交通機関又は貨物配送車の空きスペースを有効活用し、貨

物や人を運ぶサービス。 

 

（3） サプライチェーンの次世代化 

開発、製造、販売、消費のあらゆる段階のデータをリアルタイムに取得・利活用すること

で、個々の顧客・消費者のニーズに即した革新的な製品・サービスを創出することを目的と

した戦略。 

本戦略に該当するシステム・サービス等を表 4 に示す。データの自動収集機器による製

造工程やエネルギー使用量の可視化や AI を用いた需要予測、個人間でのモノのシェアを促

すサービス等が該当する。 

 

表 4 「サプライチェーンの次世代化」に該当する技術等とその概要 

システム・サービス等 概要 

製造工程のバーチャル

シミュレーション 

3D データを活用した仮想生産工程により、生産準備業務を支

援するツール。 

工場内設備のモニタリ

ング、遠隔操作（生産性

向上、故障・異常検知、

作業の安全管理） 

NC や PLC の信号情報を自動収集し、工場の生産ラインに設置

された設備機器の稼働状況、停止状況を監視するシステム。 

マスカスタマイゼーシ

ョン 

IoT 等のデジタルツールを活用することで、オーダーメイドと

大量生産を両立させるサービス。 

需要予測による生産量

調整 

AI を活用し制度の高い需要予測値や生産量を算出し、在庫過多

や廃棄ロス等を解消するサービス。 

エネルギーマネジメン

ト 

エネルギーの使用状況を可視化や設備の効率的な運用を実施

するシステム。 

共同配送 配送コスト削減や配送時間の短縮を目的に、複数の事業者が配

送業務を共同で行うこと。 

販売促進のためのデー

タ活用 

POS データや購買者属性情報等から購買者の消費傾向を分析

し、商品の発注や陳列方法等の販売促進策を支援するサービ
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システム・サービス等 概要 

ス。 

モノ・サービスのシェ

アリング 

個人が保有する遊休資産（スキルのような無形のものも含む）

の貸し出しを仲介するサービス。 

販売済み製品の最適メ

ンテナンスサービス 

センサー等を搭載した部品・製品から情報を収集し、最適な時

期でのメンテナンスを提案するサービス。 

 

（4） 働き手不足対策 

 人手不足や費用の高騰に悩むことなく、効率性と安全性を両立させ、安定したサービスを

提供できるようにすることを目的とした戦略。 

 本戦略に該当するシステム・サービス等を表 5 に示す。人手不足が課題となっている農

業、サービス業、小売業におけるロボットや AI の活用、危険作業へのロボットの導入等が

該当する。 

 

表 5 「働き手不足対策」に該当する技術等とその概要 

システム・サービス等 概要 

スマート農業 ハウス内にセンサーを設置することで、環境データ（温度、湿

度、日射量、土壌の水分量、CO2 等）を可視化し、遠隔で管理・

分析することが可能であり、また、自動で農作業を行うロボッ

トや機械の運転アシスト等により農作業の負担軽減が行われ

る農業。 

ドローンによる森林資

源調査 

ドローンで撮影した空中写真から、林分状況や樹高等の状況を

把握する調査。 

AI による養殖魚数管理 画像認識により養殖業の数や重量を計測するシステム。 

自動建機を利用した工

事作業 

工事前の測量にドローン等を利用しデータを集め、そのデータ

をショベルカーなどの建機に送信し自動制御を行う工事作業。 

危険作業へのロボット

導入 

落下の危険を伴う高所や、超高温・低温などの人が作業するに

は過酷で危険な環境へのロボット導入。 

倉庫の自動化 物流効率化を目的とした、仕分けやピッキング、保管作業等へ

の自動化システムの導入。 

サービス業へのロボッ

ト導入 

従業員の作業負担削減や労働時間短縮を目的とした、接客や受

付等の作業へのロボット導入。 

無人店舗（無人レジ） 精算業務に従業員を配置しない無人レジスター・システム。 

需要予測による作業効

率化 

担当者の作業負担の軽減を目的に、AI を活用した需要予測シス

テムの導入。 

 

（5） FinTech 

 利用者にとっての金融関連サービスの利便性を飛躍的に向上させると共に、企業の資金

調達力や生産性・収益力の根本的向上につなげていくことを目的とした戦略。 

 本戦略に該当するシステム・サービス等を表 6 に示す。現金を介さない商取引のキャッ

シュレス取引や AI による資産運用アドバイス等が該当する。 
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表 6 「FinTech」に該当する技術等とその概要 

システム・サービス等 概要 

キャッシュレス化 クレジットカード決済や電子マネー決済により、現金を介さな

い商取引が普及すること。 

PFM （ Personal 

Financial 

Management） 

個人のお金に係わる情報を統合的に管理するサービス。 

ロボアドバイザー 証券会社や投資運用会社が AI を活用し、投資アドバイス等を

行うサービス。投資や資源分配についてアドバイスを受けるこ

とができる「アドバイス型」と、助言から運用までを AI が請け

負う「投資一任型」が存在する。 

マーケットプレイス・

レンディング 

資金の貸し手と借り手のマッチングサービス。 

モバイル POS タブレット端末等に専用アプリを導入し、精算を行えるPOSシ

ステム。 

 

1.2 対象システム・サービス等の選定 

前項の結果を踏まえ、分析対象とするシステム・サービス等を選定した。対象システム・

サービス等は、「実現性（実現性を有しているか）」、「波及性（将来的に標準化・社会実装等

を通じて、広く普及する可能性があるか）」、「社会性（社会問題（高齢化、過疎化、労働不

足、等）の解決に資するものか）」、「エネルギー需給構造への影響（エネルギー需給構造に

影響を及ぼし得るか）」の 4 つの観点を用いて 3 段階評価を行い、選定した。各観点におけ

る評価基準は表 7 の通り。 

 

表 7 対象システム・サービス等の選定における評価基準 

観点 〇 △ × 

実現性 
ここ数年で導入や実証

等が実施されている 

導入・実証等は未実施

だが、具体的な導入計

画・実証計画が立ち上

がっている 

具体的な導入・実証等

の計画がない 

波及性 

国や自治体で普及を促

進している又は企業等

が導入計画等を示して

いる 

実証等の結果によって

は、普及する可能性が

ある 

法規制等により普及

する可能性が低い 

社会性 
社会課題の解決策とし

て開発された 

主目的は社会課題の解

決とは異なるが、実質

的に社会課題の解決に

資する 

社会課題の解決には

至らない 

エネルギー

需給構造へ

の影響 

省エネ・増エネの両方

の効果が見込まれ、実

際にどちらとなるか、

分析が必要である 

省エネ又は増エネのど

ちらになるか、分析せ

ずとも明らか 

エネルギー需給構造

への影響が見込めな

い 
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 上記観点及び評価基準を用いた選定結果は表 8 の通り。分析対象とするシステム・サー

ビス等はすべての評価基準において「〇」又は「△」の評価を得たものを選定した。 

 

表 8 対象システム・サービス等の選定結果 

 

 

 以下に選定したシステム・サービス等の概要を示す。 

 

（1） 貨客混載 

貨客混載が行われる背景としては、過疎地域における公共交通サービスの縮小・撤退が

一般的に挙げられる2。高度経済成長期におけるモータリゼーション及び少子高齢化、過

疎化により、特に地方都市においては公共交通機関の交通分担率は低下傾向にあり、公共

交通機関の利用者は減少しているものと想定される（図 1）。利用者減少に伴う地域公共

交通路線の経営状況の悪化により地域交通網の維持は困難な状況に陥りつつある。この

ような状況の中、2002 年に需給調整規制3が撤廃されたことで民間の公共交通事業者は過

疎地域に存在する採算の取れない路線について廃線を余儀なくされている。 

                                                   

 
2 国土交通省 平成 29 年 6 月 30 日報道発表資料「貨客混載を通じて自動車運送業の生産

性向上を促進します～過疎地域等で人流・物流の「かけもち」を可能に～」 
3 需要と供給のバランスを判断し、新規参入について一定の制限を設ける規制。 

選定システム・
サービス等

実現性 波及性 社会性
エネルギー需給構造

への影響

貨客混載

〇 △ 〇 〇

2011年京福電鉄(株)による路面電車を活
用した貨客混載を皮切りに事例が増加。

国土交通省は2017年9月に貨客混載

に関する規制緩和を実施されたが、
現状は実証段階の事例が多く波及見
込は不透明。

自動車運送業の担い手不足や過疎
地域における配送効率の悪化、公
共交通機関の維持に資する。

【省エネ】
トラックから公共交通機関への転換
【増エネ】

公共交通機関での配送に適さない貨物を
運ぶ用の追加的なトラック配送

相乗りタクシー
（ライドシェア）

〇 △ 〇 〇

経済産業省・国土交通省「スマートモビリ
ティチャレンジ」にて、相乗りタクシーの実
証実施地域・事業を選定。

未来投資会議（2019年3月7日）より相

乗りタクシーの全国解禁にむけた検
討が開始されたが、事例が少なく、波
及見込は不透明。

過疎地域・高齢化地域における住
民の移動やタクシードライバーの人
手不足、自動車依存の解決に資す
る。

【省エネ】
タクシーや自家用車の削減
【増エネ】

マッチングサービスの提供に伴うサーバー
稼働
タクシー1台あたりの走行距離延長

モーダルシフト

〇 △ 〇 〇

経済産業省・国土交通省「スマートモビリ
ティチャレンジ」にて、MaaSアプリを用い

たモーダルシフト実証の実施地域・事業
を選定。

国土交通省「新モビリティサービス推
進事業」において、MaaS等新たなモ

ビリティサービスの普及に向けた検
討が実施されているが、事例が少なく、
波及見込は不透明。

観光地における交通渋滞緩和に資
する。

【省エネ】
自家用車の削減
【増エネ】

マッチングサービスの提供に伴うサーバー
稼働等

ロボット配送

△ △ 〇 〇

日本郵便や三菱地所、楽天などがロボッ
ト開発事業者と協力し、ロボット配送実証
を実施。

しかしながら、公道走行には法改正等の
課題がある。

経済産業省「自動走行ロボットを活用
した配送の実現に向けた官民協議
会」にて、自動走行ロボットによる配
送の実現に向けた検討が実施されて
いるが、事例が少なく波及見込は不
透明。

配送事業における人手不足や過疎
地域における配送効率の悪化に資
する。

【省エネ】
トラックの削減
【増エネ】
ロボットの稼働

時短営業

〇 〇 〇 〇

大手コンビニ事業者3社による時短営業
店舗の実証・運営化の事例が増加。

大手コンビニ事業者3社による時短営
業店舗の実証・運営化の事例が増加。

経済産業省「コンビニのあり方検討
会」にて、24時間営業の問題につい
て検討。

コンビニ事業における人手不足や
長時間労働の解決に資する。

【省エネ】
インフラ設備の稼働時間削減
【増エネ】
配送時間の変更（夜間→昼間）になること
による渋滞の発生

スマート物流

（電子タグ等の活
用）

△ △ 〇 〇

NEDO「IoTを活用した新産業モデル創出

基盤整備事業（国内消費財サプライ
チェーンの効率化）」にて、コンビニやド
ラッグストアにおける電子タグの導入実
証を実施しているが、価格や技術の課題
有。現状はアパレル産業のみ活用してい
る状況。

経済産業省を中心に、コンビニ事業
やドラッグストア事業における電子タ
グ導入を進めているが、現状の価格
や技術では波及の見込は低い。

小売業における人手不足や労務コ
ストの解決に資する。

【省エネ】

物流効率化による配送車やアイドリング時
間の削減
適切な需要予測による廃棄物の削減
【増エネ】
電子機器の稼働
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図 1 地方都市圏における代表交通分担率の推移（%） 

 （出典：国土交通省「都市における人の動き－平成 22 年全国都市交通特性調査集計結果

から－」、2012 年） 

 

またバスやトラック運転手の高齢化や人手不足、長時間労働も貨客混載が進められる

背景の一つである。2018 年時点でのバス運転手の平均年齢は 51.2 歳、大型トラック運転

手は 48.6 歳、普通トラック運転手は 46.2 歳となっており、全産業平均と比較して高齢化

が進んでいることがわかる（図 2）。更にバスやトラックを含む運転手全体の有効求人倍

率は上昇傾向にある。全産業と比較すると 2015 年～2019 年のすべての年で約 2 倍の値

となっており、公共交通事業や配送事業における人手不足が年々深刻化していることが

示されている（図 3）。 

 

 

図 2 バス・トラック運転手の年齢構成比（2018 年時点） 

（出典：総務省「賃金構造基本統計調査（2018 年）」より作成） 
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図 3 「自動車運転の職業」の有効求人倍率（パート除）の推移 

（出典：厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」より作成） 

 

上記課題に加え、過疎地域における物流の実情として、貨物の配送効率の低下が課題と

して存在する。上述のように運転手の確保や労働環境の悪化等の課題がある中、配送効率

の悪い地域への配送は配送事業者の負担となっている。 

 

このような状況を打破するべく、国は制度支援を実施している。 

乗合バスについては全国、貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域において、

旅客運送と貨物運送の事業の「かけもち」が可能になるよう、規制緩和を 2017 年に実施

した。元々、道路運送法第 82 条に基づき、乗合バスのみ 350 ㎏未満の貨物を有償運送す

ることが認められていたが、当該規制緩和により、乗合バスにおいては一般貨物自動車運

送事業の許可を受ければ、350 ㎏以上の貨物の有償運送が可能となった（ただし上限あ

り）。同時に、貸切バス及びタクシーによる貨物の有償輸送やトラックによる人の有償輸

送が過疎地域に限り可能となった。 

 

規制緩和が実施された 2017 年以降、貨客混載の事例は過疎地域を中心に増加しつつあ

る。 

ヤマト運輸株式会社（以下「ヤマト運輸」という。）は、「プロジェクト G（Government）」

を推進しており、地域の活性化や課題解決に努めている。当該プロジェクトの中で、地域

交通事業者や自治体と連携し、主に過疎化や高齢化が進む中山間地域を対象に貨客混載

を実施している。 
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【事例】ヤマト運輸「プロジェクト G」における貨客混載の推進 

ヤマト運輸はプロジェクト G において、過疎化の進行が深刻化している中山間地域

における公共交通機関の維持を目的とした「貨客混載」を実施している。 

貨客混載のメリットは次の通り。地域住民、交通事業者、ヤマト運輸の 3 者がメリッ

トを受けられる。 

 

 地域住民：地域交通網が維持され、安定的な移動手段を確保できる。 

 交通事業者：地域交通網の維持につながる新たな収入源を確保できる。 

 ヤマト運輸：SD（サービスドライバー）の走行距離・時間の削減やエネルギー・

CO2 の削減につながる。 

（出典：ヤマト運輸プレスリリース 2018 年 10 月 1 日） 

 

（2） ライドシェア（相乗りタクシー） 

ライドシェアは運行される国や地域によってサービス形態が異なる。米国では通勤カ

ープール4や TNC5による運送サービスが存在する。欧米ではカープールに加え、タクシ

ーやハイヤーを活用したライドシェアなど多様な形態でサービス提供が行われている。 

 

日本においては、道路運送法上、「旅客自動車運送業」を営むためには国土交通大臣の

許可が必要となり、米国版 Uber に代表される TNC 形態でのライドシェアは禁止されて

いる。2015 年 2 月に福岡県福岡市で二種免許を持たない一般ドライバーによるライドシ

ェアの実証実験が行われたが、違法と判断され中止となった。また 2016 年 5 月 26 日か

ら京都府京丹後市にて Uber によるアプリを用いたオンデマンドの有償配車サービスが

行われているが、これは道路運送法（第 78 条第 2 号）にある「公共交通空白地有償運送」

に該当するものであるため、一定の条件を満たしたドライバーしか事業を行うことがで

きない。利用者側も「公共交通空白地」内でしか移動ができないため、ライドシェアの利

便性を最大限活かしたサービスにはなっていない。 

また日本におけるタクシー事業は道路運送法上、一般常用旅客自動車運送事業に分類

され、下記の通りに定義されており 1 運送 1 契約の原則の下で運行している。そのため、

見知らぬ人同士が同じ車両に乗車して運賃を割り勘で支払う「相乗りタクシー」は現状認

められていない。 

 

                                                   

 
4 通勤者用の相乗りサービス 
5 Transportation Network Company の略。一般的には登録されたドライバーと利用者を

アプリ上でマッチングさせ相乗りサービスを提供する事業者を指す 
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 道路運送法 第 3 条第 1 項（下線部はタクシー事業該当部） 

第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。 

 一 一般旅客自動車運送事業（特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業） 

  イ 一般乗合旅客自動車運送事業（乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

  ロ 一般貸切旅客自動車運送事業（一個の契約により国土交通省令で定める乗車

定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

  ハ 一般常用旅客自動車運送事業（一個の契約によりロの国土交通省で定める乗

車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

 

しかしながら、相乗りタクシーについては国主導で実証実験が進められている。例えば

国土交通省は 2018 年に配車アプリを用いた相乗りタクシーの実証実験を都内で実施し、

相乗りタクシーにおける利用者意向や課題を調査した。 

 

【事例】国土交通省 相乗りタクシー実証実験 

 国土交通省は、配車アプリを活用して目的地が近い利用者同士をマッチングさせ、1

台のタクシーに複数の利用者を相乗りさせることで、割安にタクシーを利用できるサ

ービスを提供する相乗りタクシー実証実験を実施した。 

 実証実験の概要及び結果は表 9 及び表 10 の通り。この実証実験によって、複数人

で相乗りした割安にタクシーを利用するという相乗りタクシーのコンセプトは受け入

れられた一方、利用ニーズのあった約 9 割の利用者はマッチングが成立せず利用でき

なかったことから、申込人数の増加やマッチング効率を上げる工夫が必要であること、

また、同乗者への不安感を解消する必要があることなどが明らかとなった。 
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表 9 国土交通省 相乗りタクシー実証実験の概要 

概要 

期間 2018 年 1 月 22 日（月）～2018 年 3 月 31 日 

地域 東京 23 区、武蔵野市、三鷹市 

車両数 949 両（大和自動車交通グループ、日本交通グループ） 

調査内容 相乗りタクシーの申し込み状況及び利用状況等や利用意向を把握。 

（出典：国土交通省 報道発表資料「相乗りタクシー実証実験の結果」（2018 年 9 月 28

日）より作成） 

 

表 10 国土交通省 相乗りタクシー実証実験の結果 

結果 

マッチング率 約 1 割（申込人数：5,036 人、利用人数：494 人） 

利用者の構成 男性：約 7 割（369 人）、女性：約 1 割（71 人） 

利用時間帯 
申込人数は 19 時～23 時が最も多かったが、最もマッチング率が高

かったのは 13 時～18 時台 

マッチング 

方式 

「この指とまれ方式（一か所の乗車地で同方向の目的地に向かう人

を募集してマッチングする方式）」：60％、「フリーマッチング方式（乗

降者地を自由に選択して同方向に向かう人をマッチングする方

式）」：5％ 

利用意向 

約 7 割の利用者が「また利用したい」と回答。「利用したくない」と

回答された利用者の多くは「相乗りする人がどういう人になるかわ

からない」と回答。 

（出典：国土交通省 報道発表資料（2018 年 9 月 28 日）「相乗りタクシー実証実験の

結果」より作成） 

 

 更に 2019 年 3 月 7 日の未来投資会議にて相乗りタクシーの全国解禁を進める方針が打

ち出されており、国を挙げて相乗りタクシーの導入を進めている。 

 

 2019 年 3 月 7 日 未来投資会議における相乗りタクシーに関する意見 

（石井国土交通大臣） 

 「タクシーの相乗り導入については、配車アプリを活用して、利用しやすい運賃・サ

ービスが提供できるよう、ルール整備を検討してまいる。」 
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（安倍内閣総理大臣） 

 「タクシー事業については、IT の活用も含めて、相乗りの導入により、利用者が低

廉な料金で移動することを可能とする。」 

（出典：未来投資会議（2019 年 3 月 7 日開催）議事要旨より） 

 

 このように国を挙げた導入が進んでいる背景としては、貨客混載と同様に「運転手の高齢

化」及び「人手不足」が挙げられる。 

 2018 年時点でのタクシー運転手の平均年齢は 59.9 歳となっており、全産業平均と比較

して高齢化が進んでいることがわかる（図 4）。また有効求人倍率は全産業平均の約 2 倍（図 

5）、更にタクシー運転手の数は 2005 年度（平成 17 年度）の 381,943 人をピークに減少し、

2016 年度（平成 28 年度）にはピーク時から 24％減の 289,373 人にまで落ち込んでいる（図 

6）。このことからも、タクシー業界の人手不足の深刻さが伺える。 

 

 

図 4 タクシー運転手の年齢構成比（2018 年時点） 

（出典：総務省「賃金構造基本統計調査（2018 年）」より作成） 
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図 5 「自動車運転の職業」の有効求人倍率（パート除）の推移（再掲） 

（出典：厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」より作成） 

 

 

図 6 タクシー運転者数の推移 

（出典：一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会ウェブページより作成） 

 

タクシー事業含む公共交通事業者の規模の縮小は地域公共交通網の維持にも影響する。

そこで「タクシー業界の人手不足」及び「地域交通網の維持」を目的とし、国を挙げて相乗

りタクシーの導入を進めているものと考えられる。 
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（3） モーダルシフト 

日本においては、2000 年 10 月 19 日運輸政策審議会答申第 20 号「21 世紀初頭におけ  

る総合的な交通政策の基本的方向について」（以下、「運輸政策答申」という。）にて、モー

ダルシフトの推進が提唱された。 

運輸政策答申では、自家用車の利用は国民のモビリティを拡大するものとして積極的に

評価されるものだが、不可避的な要素として環境問題、交通事故、道路交通混雑といった負

の側面が伴い、今後は「クルマ社会」からの脱皮が必要と位置付けられた。「クルマ社会」

からの脱皮の一方策として挙げられたのが、「公共交通や徒歩、自転車利用への転換（モー

ダルシフト）」である。当該提言において、多頻度で定時性や速達性に優れた公共交通サー

ビスの提供及び利用促進や乗り換え利便性の向上等により、モーダルシフトを推進するこ

とが目指されることとなった。 

 

 運輸政策答申第 20 号 モーダルシフトの推進該当部 

（公共交通や徒歩・自転車利用への転換） 

• 公共交通軸上を走行するバス、LRT 等による多頻度で定時性や速達性に優れた公

共交通サービスの提供と利用の促進 

• 交通のバリアフリー化・ユニバーサル化 

• 交通ターミナルの改良等によるバス、タクシー乗り場の確保、携帯情報端末等を通

じた乗り換え情報の提供の充実等による乗り換え利便性の向上、汎用電子乗車券

の導入の促進等のシームレス施策 

• 幅の広く障害物の少ない歩道・自転車道や駐輪場の整備による徒歩・自転車利用の

促進 等 

（出典：運輸政策審議会答申第 20 号より） 

 

しかしながら、図 7 にある代表交通分担率の推移を見ると、日本全体では 1987 年（昭和

62 年）から 2010 年（平成 22 年）にかけて自動車の割合は増加傾向にあり、モーダルシフ

トは進んでいないことがわかる。特に地方都市圏においては自動車の割合は 2010 年時点で

約 60％となっており、地方都市圏における自動車依存の高さが伺える。 
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図 7 代表交通分担率の推移（%） 

 （出典：国土交通省「都市における人の動き－平成 22 年全国都市交通特性調査集計結果

から－」、2012 年） 

 

上述の通りモーダルシフトが進まない現状を受け、国は新たなモーダルシフト推進策

として「MaaS（Mobility as a Service）」の活用を進めている。 

MaaS とは、スマホアプリにより、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動

ニーズに対応して、複数の公共交通サービスやそれ以外の移動サービス（カーシェア、シ

ェアサイクル、等）を最適に組合せて検索・予約・決済等を一括で行うサービスを指す。

交通手段だけでなく関連サービス（観光チケットの購入、等）を組み合わせることも可能

であり、モーダルシフト推進を含めた地域が抱える多様な課題（移動の利便性向上、高齢

者の外出機会の確保や交通安全、スマートシティの実現）の解決に資すると期待されてい

る。 
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図 8 MaaS の概要 

（出典：国土交通省「国土交通省の MaaS 推進に関する取組について」） 

 

 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談会」を 2018 年度に開催

し、日本版 MaaS の実現に向けた検討を開始した。また地域のニーズに対応した MaaS

の地域モデル構築を通じた全国への普及促進を目的に、「新モビリティサービス推進事

業」において先行モデル事業を選定し、MaaS の実証実験の支援を行っている。 

 

 

図 9 新モビリティサービス推進事業における先行モデル事業（2019 年 6 月 18 日時点） 

（出典：国土交通省「国土交通省の MaaS 推進に関する取組について」） 
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なお、世界で初めて実用化した MaaS は、フィンランド企業の MaaS Global 社が開発

した「Whim」である。詳細は下記参照。 

 

【事例】MaaS Global 社「Whim」  

フィンランド企業の MaaS Global 社は世界で初めて 2016 年末に MaaS を活用した

スマホアプリを実用化した。ヘルシンキ市周辺エリアを対象に 3 つの料金プラン（う

ち 2 つは定額制）が提供され、利用者に合ったものが選べるサービスとなっている。 

 

図 10 Whim サービスの概要 

（出典：国土交通省「国土交通省の MaaS 推進に関する取組について」） 

 

また経済産業省と国土交通省共同で、将来の自動運転社会の実現を見据え、新たなモビリ

ティサービスの社会実装を通じた移動課題の解決及び地域活性化を目指した「スマートモ

ビリティチャレンジ」プロジェクトを実施している。当該プロジェクトにおいて経済産業省

は、先駆的に新しいモビリティサービスの社会実装に取り組む地域を「パイロット地域分析

事業」の対象地域として支援している。対象地域の中には MaaS を用いた実証も採用され

ている。 
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【事例】「スマートモビリティチャレンジ」のパイロット地域 MaaS プロジェクト 

「スマートモビリティチャレンジ」のパイロット地域における MaaS プロジェクトは

下表の通り。13 地域のうち 11 地域が MaaS プロジェクトを採用しており、注目度の

高さが伺える。 

 

表 11 「スマートモビリティチャレンジ」MaaS プロジェクト 

プロジェクト名（地域） 概要（MaaS 関連のみ抜粋） 

新潟 MaaS 検討推進プロジェクト

（新潟県新潟市） 

 スマホ向け MaaS アプリの構築及び実証 

 地域 IC カードをアプリ化 

 乗り放題（バス、レンタサイクル、デマンド

バス）＋都心部商業施設のクーポン 

静岡型MaaS基幹事業実証プロジェ

クト（静岡県静岡市） 

 鉄道・路線バス・タクシーなど異なる交通モー

ドの連携 

 MaaS Web による鉄道・路線バス・タクシ

ー等の交通モード間の連携 

大津市中心市街地及び比叡山周遊の

活性化を目指した大津市版MaaS推

進事業（滋賀県大津市） 

 地域事業者のサービス（自動運転シャトルバ

ス、既存交通、買物、観光、飲食）を組み合わ

せ、MaaS アプリ等を通じて提供 

 サービス利用者、地域事業者のニーズを確認

し、事業運営主体者の運営実現可能性を検証 

日立地域MaaSプロジェクト（仮称）

（茨城県日立市） 

 MaaS アプリの実証実験 

 MaaS データ統合システムの提供 

社会実装に向けた前橋版MaaS構築

事業（群馬県前橋市） 

 MaaS ポータルの実証実験 

 AI 運行バス、ワンマイルタクシー・相乗り

タクシー、自動運転シャトルバス、循環路線

マイバス、上毛電気鉄道、路線バスを対象に

実施。 

共通プラットフォームの構築による

MaaS ビジネススキーム構築プロジ

ェクト（愛媛県春日井市） 

 マルチモーダルなモビリティサービスの運行

によるシームレスなネットワークを構築 

 スマートプランニングによる継続的な最適化

の検証 

中山間地域における多機能集約型の

モビリティサービスの構築（愛知県

豊田市） 

 デマンドシステムを導入した地域バスを軸と

した、人・モノ・地域サービスの移動も集約し

た多機能型モビリティサービスの展開を目指

す 

生涯活躍のまち上士幌MaaSプロジ

ェクト（北海道上士幌町） 

 観光施設への最適な MaaS（マルチモーダル）

サービスの組合せ検証 

 MaaS アプリにより既存交通手段と新移動

サービスを提供し、移動需要や最適な組合

せを検証 

自動運転やMaaS等最新技術の活用

による、浪江町・南相馬市の復興、 

住民帰還の加速に資する移動サービ

スの構築（福島県浪江町・南相馬市） 

 一元的な予約決済プラットフォームの構築実

証 

 将来的な MaaS の実現に向け、社会受容性

を把握し、移動予約サービスを試験導入 

永平寺町身の丈スマートモビリティ  自動走行の実用化と観光客の移動支援 
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プロジェクト名（地域） 概要（MaaS 関連のみ抜粋） 

（福井県 永平寺町）  移動データプラットフォームの実証 

鹿児島県肝属郡広域MaaSプロジェ

クト（鹿児島県肝属郡内 3 町：肝付

町、錦江町、南大隅町） 

 生体認証を活用した決済システム 

 スマホを所持しない高齢者でも利用できる

キャッシュレス決済を公共交通の運賃決

済、移動目的地での決済までを含めた シー

ムレス化による利便性向上 

 MaaS アプリ 

 肝属郡内３町広域での MaaS アプリを開発

し、各町が運行するコミュニティバス、乗合

タクシー、郡内主要路線バスに加え、カーシ

ェアなどの新たな交通の導入の検証も実施 

 なお、交通以外の医療・行政・宿泊施設、観光

スポット等とも連携 

（出典：経済産業省「スマートモビリティチャレンジ パイロット地域分析事業対象地

域」より作成） 

 

 上表のうち、一例として新潟 MaaS 検討推進プロジェクトの具体的な内容について

以下に記す。 

・新潟 MaaS 検討推進プロジェクト（新潟県新潟市） 

IC カードをアプリ化し MaaS 機能を搭載することで都心部の回遊性の向上を目指す

とともに、商業施設と連携してクーポン等を配布することで公共交通利用の促進を図

るプロジェクト。MaaS サービス提供の対象地域は、新潟交通の乗合バス全域・区バス

全域であり、新潟市中心市街地が対象となっている。 

 将来的には、2020 年度より複数交通モードでの定額制及び生活サービスと連携した

形の MaaS サービス（スモール営業）を開始することを目指している。 

 

図 11 新潟 MaaS 検討推進プロジェクト 概要 

（出典：経済産業省「スマートモビリティチャレンジ パイロット地域分析事業対象地域」） 
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また経済産業省主催の「IoT や AI が可能とする新しいモビリティサービスに関する研究

会」においては、公共交通事業者や自動車製造業者、通信事業者、交通サービス事業者等の

民間事業者によるMaaS関連の実証実験等取組が紹介されている。以下にその一例を示す。 

 

【事例】「IoT や AI が可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会」MaaS プロジ

ェクト 

・東日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR 東日本」という。） 

 JR 東日本は、モビリティ変革に向けてマルチモーダルでのシームレスな移動の実現

を目指し、様々なマルチモーダルサービスの実証実験を開始。マルチモーダルアプリを

用いた複数交通手段の利用実証や交通事業者・デマンド交通・商業施設が連携した

MaaS の実現を目指す一歩であるデマンド交通連携実証を 2018 年より実施。今後、他

公共交通事業者と共同で「観光型 MaaS」の実証実験を開始する予定である。 

 

 

図 12 JR 東日本 MaaS プロジェクト 概要 

（出典：「IoT や AI が可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会」事務局資

料） 

 

・トヨタ自動車株式会社（以下、「トヨタ」という。） 

 トヨタは、鉄道会社や他事業者と協力して、福岡市でマルチモーダルサービスの実証

実験を開始。実証実験では、トヨタがアプリと決済プラットフォームの開発・運営、レ

ンタカーの情報提供を担い、鉄道会社は自社が運行するバスの位置情報やグループ会

社の持つ店舗・イベント情報の提供を行うとともに、アプリ内限定で福岡市内フリー乗

車券のデジタル版を販売している。 
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図 13 トヨタ MaaS プロジェクト 概要 

（出典：「IoT や AI が可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会」事務局資

料） 

 

・株式会社未来シェア（以下、「未来シェア」という。） 

 未来シェアは、タクシーとバスの長所を融合した乗合車両の配送システムを提供し

ており、2019 年には静岡市におけるマルチモーダルサービスの実証実験「居住者を対

象とした MaaS 実証実験」に参画。複合経路検索サービスと AI 相乗りタクシーが連携

した MaaS システムの実証を行っている。 

 

図 14 未来シェア MaaS プロジェクト 概要 

（出典：「IoT や AI が可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会」事務局資

料） 
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・株式会社ナビタイムジャパン（以下、「ナビタイム」という。） 

 ナビタイムは、様々な交通手段から最適なルートを案内する「トータルナビ」や行き

たい場所から旅行プランの作成及び航空券・宿泊施設予約のできる「NAVITAIME ト

ラベル」等のマルチモーダルな経路情報サービスを提供している。 

 

 

図 15 ナビタイム MaaS プロジェクト 概要 

（出典：「IoT や AI が可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会」事務局資

料） 

 

（4） ロボット配送 

日本では EC 市場の拡大を受けて国内配送需要が急増している。宅急便取扱個数は年々

増加傾向にあり、2018 年度（平成 30 年度）は 4,307 百万個と過去最高の値を記録して

いる（図 16）。年々取り扱う貨物量が増加する一方、前述の通り運送業における「人手不

足」と「従業員の高齢化」は深刻化しており、今後更なる労働環境の悪化が見込まれる。 
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図 16 宅急便取扱個数の推移 

（出典：国土交通省「平成 30 年度 宅急便等取扱個数の調査及び集計方法」） 

 

上記課題を解決するため、自律走行型ロボットによる配送が検討されている。自律走行

型ロボットにより、「短距離を中心に無人配送が実現することで配送人員の不足をカバ

ー」、「配送員のサポートとして活用することで配送効率の実現」が期待される。 

 

自律走行型ロボットについてはこれまでも配送・EC・不動産などのロボット活用事業

者が中心となって私有地での実証実験が進められてきた。例えば、株式会社 ZMP（以下

「ZMP」という。）と日本郵便株式会社（以下「日本郵便」という。）は自律走行型ロボッ

百万個

年度



28 

 

ト「キャリロデリ」を用いた配送の実証実験を実施済みである6。また三菱地所株式会社

は marble 社の自律走行型ロボット「marble」を用いた複数建物間における配送の実証実

験を行っている7。 

 

【事例】ZMP と日本郵便 無人配送の実証実験 

ZMP 及び日本郵便は福島県双葉郡浪江町で実施された「配送ロボットの物流分野へ

の活用実現に向けた実証実験」において、宅配ロボット「キャリロデリ」を用いた実証

実験を実施。実証実験は、双葉自動車学校の敷地内にて、実際の配送環境や道路環境に

近い実験フィールドを使い、郵便局や住宅に見立てた拠点間の配送シナリオを実施し

た。 

キャリロデリは、カメラやレーザセンサで周囲環境を 360 度認識しながら最大時速

6km で自動走行を行う。また遠隔監視とともに、必要に応じて遠隔操作も可能となっ

ている。積載量は最大 50 ㎏に対応し、郵便物や飲料など、多様な利用シーンや配送ニ

ーズに対応可能である。 

（出典：株式会社 ZMP プレスリリース 2019 年 1 月 25 日） 

 

このように私有地における事例は増えつつある一方、公道走行については現行制度上認

められておらず、商用化・事業拡大に向けた課題の一つとなっている。また制度面の課題だ

けではなく、「歩行者の安全確保に関する懸念」や「複数の自動走行ロボットが存在するケ

ースへの懸念」といった課題も指摘されている（図 17）。これらの課題の解決に向け、国は

経済産業省を中心に「自動走行ロボットを活用した配送の実現に向けた官民協議会」にて検

討を進めている。 

                                                   

 
6ZMP プレスリリース 2019 年 1 月 25 日「無人配送の実現へ向け日本郵便と実証実験を

実施」 
7 立命館大学 2019 年 4 月 24 日プレスリリース「＜実証実験のご案内＞～日本初上陸の運

搬ロボット「Marble」稼働～三菱地所と立命館大学の「戦略的 DX パートナーシップ協

定」によるキャンパス内でのロボット活用実証実験実施 
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図 17 自立走行ロボットの実用化に向けた課題 

（出典：経済産業省「自動走行ロボットの社会実装に向けて」） 

 

（5） 時短営業 

昨今、コンビニの 24 時間営業が社会的な注目を浴びている。2019 年 2 月、セブン-イレ

ブン南上小阪店のオーナーが、人手不足等の理由から本部に無断で営業時間を 24 時間から

19 時間に短縮したことで、本部からフランチャイズ（以下、「FC」という。）契約違反を理

由に違約金の請求及び FC 解約を求められたことが事の発端である。 

 

日本においては、1970 年代に FC モデルの下でコンビニの仕組みが導入された8。一般的

に FC モデルとは、フランチャイザーがフランチャイジーとの間に契約を結び、営業の標章

となる標識や経営ノウハウを用いて同一のイメージの下に事業を行う権利を与え、一方フ

ランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払うとともに、事業に必要な資金を投

下してフランチャイザーの指導及び援助の下に事業を行うビジネスモデルを指す。 

FC モデルの下、コンビニは大量仕入れ・大量販売による規模の利益の享受、統一ブラン

ドの下での統一的な品揃え・品質提供、24 時間営業等の現在のビジネスモデルが確立し、

市場規模を拡大させてきた。 

しかし、近年の人口減少により、「1 店舗当たりの売上高の停滞」や「人手不足」といっ

た課題が発生し始めている。また最低賃金の引き上げ等による人件費の上昇もオーナーを

苦しめている。FC 契約においては、粗利をベースにロイヤルティの額が決定され、粗利か

らロイヤルティを本部に支払った残りの額から人件費等の販売費及び一般管理費が支払わ

                                                   

 
8 「新たなコンビニのあり方検討会」報告書～令和の時代におけるコンビニの革新に向け

て～ 
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れるのが一般的である。売上げが伸びない中でコストが上昇すれば、加盟店側の利益は圧迫

されていくことになる。更にオーナーの高齢化も進んでいる。経済産業省主催の「新たなコ

ンビニのあり方検討会」におけるオーナーを対象としたアンケートでは、全体の約 6 割が

50 歳以上であることが示された（図 18）。人手不足の中で深夜営業を行う場合、高齢のオ

ーナーが深夜勤務をする例も多く、時短営業を求めるオーナーが増えているものと考えら

れる。 

 

 

図 18 コンビニオーナーの年齢構成比（N=3,645） 

（出典：新たなコンビニのあり方検討会 第 3 回資料） 

 

社会的に注目が集まる中、コンビニ大手 3 社は時短営業の検討を進めている（表 12）。 

株式会社セブン－イレブン・ジャパン（以下「セブン－イレブン」という。）は一部の直

営店及び希望した加盟店における時短営業の実証実験を開始。加盟店における時短営業の

実施店舗は 2020 年 2 月 1 日時点で 129 店舗となっている。株式会社ファミリーマート（以

下「ファミリーマート」という。）は 2019 年 6 月から一部店舗の時短営業の実証実験を開

始。2019 年 10 月には全国約 620 店舗に拡大し、希望する店舗は 2020 年 6 月より実装段

階に入る予定である。株式会社ローソン（以下「ローソン」という。）は従来 24 時営業と時

短営業を選択可能な FC 契約となっている。2018 年度末時点での時短営業店舗は 40 店舗

だったが、2020 年 2 月 1 日時点で 176 店舗まで増加しており、今後も加盟店の希望により

拡大する方針を打ち出している。更に、元旦休業（12 月 31 日又は 1 月 1 日）の実験を全

国 102 店舗で実施した。 

 

表 12 時短営業に関するコンビニ各社の対応 

コンビニ各社 対応 

セブン－イレブン • 2019 年 3 月 21 日より直営店 10 店舗で時短営業実証開始。 
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コンビニ各社 対応 

• 2020 年 2 月 1 日時点で 129 店舗に拡大。 

ファミリーマート • 2019 年 6 月より一部店舗で時短営業実証開始。 

• 2019 年 10 月時点で全国約 620 店舗に拡大。 

• 2020 年 6 月より希望する店舗における実装を開始予定。 

ローソン • 従来時短営業を自由に選択できる FC 契約方式を採用。 

• 2018 年度末時点で 40 店舗であったが、2020 年 2 月 1 日には

176 店舗まで増加。 

• 2019 年から 2020 年にかけた元旦休業実証（12 月 31 日又は

1 月 1 日）を全国 102 店舗で実施。 

（出典：各社プレスリリースより作成） 

 

（6） スマート物流（電子タグ等の活用） 

メーカー、物流、卸売、小売で構成されるサプライチェーンにおいては、前述のコンビニ

業界と同様に人口減少に伴う人手不足・需要不足が課題となっている。更にサプライチェー

ンでは商品の返品、廃棄のような無駄が発生しており、地球環境悪化への影響の一因として

指摘されている。このような無駄が発生する原因の一つに、各ステークホルダー間で情報が

分断されているため、どこに、何の商品を、いくつ配置すべきかをサプライチェーン全体を

俯瞰して管理することが困難であるためと考えられる。 

この課題を解決する手段として、RFID を代表とする電子タグの活用が検討されている。

商品一単位ごとに電子タグを貼付することで、各ステークホルダーで電子タグから読み込

んだ情報をリアルタイムで共有する仕組みの構築、ないしサプライチェーンに流通する商

品の可視化が可能となる。 

経済産業省はコンビニ事業者 5 社（セブン－イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミ

ニストップ株式会社、株式会社 JR 東日本リテールネット（ニューデイズ））と共同で「コ

ンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」を策定し、2025 年までにすべての取扱商品に電子タグを

貼付し、商品の個別管理を実現すると宣言した。また 2025 年に向けたロードマップ（表 13）

も併せて策定し、電子タグに書き込まれたコードに紐づけられた情報をサプライチェーン

全体で利用可能とする仕組みの設計を行うこととし、標準化された情報共有システムの仕

様を作ることで、効率的に当該システムをサプライチェーンで活用できる環境の整備を目

指している。ただしこの宣言には下記の留保条件が定められており、現状の電子タグは価格

の低減及び技術的課題の解決が必要な状況にある。 
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 「コンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」における留保条件 

• 特殊な条件（レンジ温め、金属容器、冷凍・チルド、極細、等）がない商品に貼付

する「普及型」の電子タグの価格（IC チップ＋アンテナ＋シール化等のタグの加

工に関する費用）が 1 円以下になっていること。 

• ソースタギング（メーカーが商品に電子タグを付けること）が実現し、商品のほぼ

すべてを RFID で管理できる環境が整備されていること。 

（出典：経済産業省 ニュースリリース 2017 年 4 月 18 日） 

 

表 13 「コンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」実現に向けたロードマップ 
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（出典：経済産業省「コンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」実現に向けたロードマップ」） 

 

1.3 実証プロジェクトの発掘 

 選定した対象システム・サービス等に関する実証プロジェクトを発掘した。 

 

 実証プロジェクトは下記フェーズに分類されるが、本事業においてはエネルギー需給構

造への影響を分析する際に必要となる実測値を収集しやすくするという観点から、「実証中」

のプロジェクトを中心に発掘を行った。 

 

• 実証前：プロジェクト構想段階。プロジェクト設計時に必要なデータ収集の依頼が 

可能だが、データ提供を受けるまでに時間を要する可能性あり。 

• 実証中：プロジェクト実証段階。追加的に本事業に必要なデータ収集の依頼が可  

能。 

• 実証後：プロジェクト終了段階。本事業に必要なデータ収集をしていた場合、比較 

的速やかに提供を受けることが可能だが、データ収集を行っていない場合 

の追加的なデータ収集が不可。 

 

 実証プロジェクトの発掘にあたっては対象システム・サービス等に関連する各省庁、関

連団体及び事業者へのヒアリングを行った。発掘結果は表 14 の通り。 

 

表 14 実証プロジェクトの発掘結果 

システム・サービス 実証フェーズ 

貨客混載 
実証中 

実証後 

相乗りタクシー 実証中 

モーダルシフト 実証中 
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システム・サービス 実証フェーズ 

ロボット配送 実証前 

時短営業 実証中 

スマート物流（電子タグ等の活用） 実証前 

 

 各プロジェクトの詳細については、プロジェクト実施者の特定を防ぐため省略する。 

 

2 調査対象の候補となるプロジェクトの選定 

 「1.3 実証プロジェクトの発掘」で発掘した調査対象候補プロジェクトの中から、実測

値に基づく省エネ量の評価を行うプロジェクトを「エネルギー需要分析が相対的に容易か」

等の観点を用いて選定した。プロジェクトの選定にあたっては、事前に各システム・サービ

ス等に関して省エネ量の定量化方法を検討し、必要なデータ項目について整理した。その上

で、プロジェクトの実施主体に対し、データ収集・提供の可否についてヒアリング及びデー

タ提供依頼を行った。 

 

2.1 対象プロジェクトの選定の観点 

対象プロジェクトは下記の観点で選定を行った。ただし、「将来的に広く普及する可能性

があるか」については、「1.2 対象システム・サービス等の選定」にて予め普及する可能性

が高いシステム・サービス等を選定済みである。よって「エネルギー需給分析が相対的に容

易か」に特に注目し、選定を実施した。 

 

• 将来的に広く普及する可能性があるか 

• エネルギー需給分析が相対的に容易か 

 データ収集・提供が可能か 

 評価対象となるステークホルダーが複雑すぎないか 

 

2.2 省エネ量の定量化方法の検討 

 プロジェクトの選定にあたっては、事前に省エネ量の定量化方法を検討し、必要なデータ

項目を整理した。その結果を用いて、プロジェクトの実施主体に対し、データ収集・提供の

可否についてヒアリングを行い、提供可能との判断がなされた場合はその場で提供依頼を

行った。各システム・サービス等の省エネ量の定量化方法に関する検討結果について以下に

示す。 

 



36 

 

2.2.1 定量化にあたっての主な検討事項の整理 

 省エネ量の定量化方法の検討にあたっては、下記の観点から、独自の考え方だけではなく、

既存ガイドライン（表 15）の内容と整合させた上で行った。 

 

• 定量化結果の妥当性 

• 検討の効率向上 

• グローバルな考え方の整合性 

 

表 15 主要な既存ガイドライン 

文書名 発行機関 発行年 内容 

ISO14064-2 ISO 2006 年 

特定プロジェクトについての温室効果ガ

ス削減量を算定するための必要事項がま

とめられた国際基準文書 

IEC TR 62726 IEC 2014 年 

電機･電子分野の温室効果ガス削減効果を

算定するための必要事項をまとめた国際

基準文書 

ITU-T L.1410 ITU-T 2015 年 

IoT 技術、アプリケーションに対して、そ

の導入による温室効果ガス削減量を算定

するための必要事項をまとめた国際基準

文書 

Corporate Value 

Chain(Scope3) 

standard 

GHG 

protocol 
2011 年 

組織活動に関連するサプライチェーン全

体の排出量を把握する手法に関する基準

文書（民間のスタンダード） 

温室効果ガス削減貢

献量定量化ガイドラ

イン 

経済産業省 2018 年 

幅広い製品・技術の導入による温室効果ガ

ス排出量削減量を算定するための一般的

な考え方を整理したガイドライン 

IT ソリューション

による CO2 排出抑

制量定量化のための

フレームワークに関

する報告書 

JEITA 2017 年 

IoT 技術の導入による温室効果ガス削減

量算定に関する具体的な算定方法を整理

したガイドライン 

Methodology for 

calculating avoided 

emissions 

Mission 

Innovation 
2018 年 

各国官公庁が参加し、気候変動対応のため

の研究開発を促進するためのイニシアチ

ブ”Mission Innovation”の中で、技術導入

の削減効果を算定するための手法を整理。 

Estimating and 

Reporting the 

Comparative 

Emissions Impacts 

of Products 

WRI 2019 年 

製品・技術の導入による温室効果ガス排出

量削減量に関する民間企業からの基準開

発の要望に対して、WRI が、その可能性

について調査を行った結果を整理したも

の。既存ガイドラインの内容から、WRI と

しての算定方法に関する留意点を整理し

ている。 

（出典：各種ガイドラインより作成） 
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 各ガイドラインを整理した結果、省エネ量の定量化にあたっての主な検討事項として表 

16 の事項が挙げられたため、本事業においても当該検討事項を考慮した上で検討を行った。 

 

表 16 定量化にあたっての主な検討事項 

主な検討事項 検討内容 

評価範囲（エネルギー需要

に影響を与える範囲） 

各ガイドラインでは、IoT 技術等の使用段階に限らず、製

品・システム・サービスが関連するサプライチェーン全体

を対象とすることが示されている。本調査では、従来の省

エネ法の範囲に限定せず、定量化の対象プロジェクトに関

連する範囲を広く対象とし、エネルギー需要の削減に繋が

るか否かを確認した。 

ベースライン 

エネルギー需要の削減効果を算定する場合、「どの時点か

らの削減か」、「対象プロジェクトが無かった場合の社会」

（基準となるベースライン）を想定する必要がある。既存

ガイドラインではベースラインとして、市場の平均的な状

況やプロジェクト導入前の直近の状況などが推奨されて

いる。これらを参考にベースラインを設定した。 

使用する外部データの検討 

評価する範囲を広く設定した場合、プロジェクトから得ら

れる実証のデータだけでは定量化が難しい場合がある（例

えば、需要予測の活用で食品廃棄が削減される場合、食品

製造時のエネルギー消費量削減が考えられる）。従って、定

量化するために必要な外部の推計データも活用した。 

（出典：各種ガイドラインより作成） 

 

2.2.2 定量化方法の検討結果 

 

 各システム・サービス等の定量化方法の検討結果について以下に示す。 

 

(1) 貨客混載 

 主な検討事項への対応 

＜評価範囲＞ 

• 評価範囲は、貨客混載導入により想定される下記事象と設定。 

① 貨物輸送車の延べ走行距離の短縮（車両の使用に伴う省エネ） 

＜ベースライン＞ 

• ベースラインは、「貨物を貨物輸送車（トラック等）で輸送する社会」と設定。 

＜使用する外部データの検討＞ 

• 燃料使用原単位については、事業者のデータ収集負荷を考慮し、外部データを用いるこ

ととした。 
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 定量化方法 

① 貨物輸送車の延べ走行距離の短縮（車両の使用に伴う省エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

 

(2) 相乗りタクシー 

 主な検討事項への対応 

＜評価範囲＞ 

• 評価範囲は、相乗りタクシー導入により想定される下記事象と設定。 

① タクシーの保有台数の減少（車両の資源調達・製造・廃棄に伴う省エネ） 

② タクシーの延べ走行距離の短縮（車両の使用に伴う省エネ） 

③ マッチングサービスの提供（サーバー稼働に伴う増エネ） 

④ 自家用車の保有台数の減少（車両の資源調達・製造・廃棄に伴う省エネ） 

＜ベースライン＞ 

• ベースラインは、「タクシーを単独利用している社会」と設定。 

＜使用する外部データの検討＞ 

• 燃料使用原単位については、事業者のデータ収集負荷を考慮し、外部データを用いるこ

ととした。 

  

＜実証から収集するデータ＞

 輸送回数

 貨物輸送車の車種と使用燃料種（実証前/実証中）

 貨物輸送車の最大積載量と平均積載率（実証前/実証中）

 貨物輸送車の輸送距離（実証前/実証中）

【省エネ効果算定イメージ】

輸送トンキロ
の差分[トン・キロ]

×
燃料使用原単位

（貨物輸送車のトンキロあたりのエネルギー消費量）

実証より収集するデータ 当社が外部より収集･整理するデータ

÷ 輸送回数

実証より収集するデータ
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 定量化方法 

① タクシーの保有台数の減少（車両の資源調達・製造・廃棄に伴う省エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

 

② タクシーの延べ走行距離の短縮（車両の使用に伴う省エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

 

＜実証から収集するデータ＞

 マッチング成立件数

 タクシー保有台数（実証前/実証中）

– 実証前：現在のタクシー保有台数

– 実証中：仮に相乗りタクシーが普及した場合のタクシー保有意向

【省エネ効果算定イメージ】

タクシーの保有台数
の差分[台]

×

×

×

車両1台あたりの資源調達に伴うエネルギー消費量

車両1台あたりの製造に伴うエネルギー消費量

車両1台あたりの廃棄に伴うエネルギー消費量

実証より収集するデータ 当社が外部より収集･整理するデータ

÷
マッチング
成立件数

実証より収集するデータ

＜実証から収集するデータ＞

 マッチング成立件数

 相乗りタクシーの走行距離（乗降地点)

 相乗りタクシーの乗車人数

※念のため、利用者の普段の移動手段についても収集

【省エネ効果算定イメージ】

輸送人キロ
の差分[人・キロ]
※輸送規模を表す単位

乗車人数と走行距離の積によって算出

× 輸送人キロあたりのエネルギー消費量

実証より収集するデータ 当社が外部より収集･整理するデータ

÷
マッチング
成立件数

実証より収集するデータ
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③ マッチングサービスの提供（サーバー稼働に伴う増エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

 

④ 自家用車の保有台数の減少（車両の資源調達・製造・廃棄に伴う省エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

  

＜実証から収集するデータ＞

 マッチング成立件数

 サーバー稼動に伴うエネルギー消費量

【省エネ効果算定イメージ】

サーバー稼動に伴う
エネルギー消費量 ÷

実証より収集するデータ

マッチング成立件数

＜実証から収集するデータ＞

 マッチング成立件数

 自家用車の保有台数（実証前/実証中）

– 実証前：現在の自家用車保有台数

– 実証中：仮に相乗りタクシーが普及した場合の自家用車保有意向

【省エネ効果算定イメージ】

自家用車の保有台数
の差分[台]

×

×

×

車両1台あたりの資源調達に伴うエネルギー消費量

車両1台あたりの製造に伴うエネルギー消費量

車両1台あたりの廃棄に伴うエネルギー消費量

実証より収集するデータ 当社が外部より収集･整理するデータ

÷
マッチング
成立件数

実証より収集するデータ
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(3) モーダルシフト 

 主な検討事項への対応 

＜評価範囲＞ 

• 評価範囲は、モーダルシフト導入により想定される下記事象と設定。 

① 自家用車の保有台数の減少（車両の資源調達・製造・廃棄に伴う省エネ） 

② 自家用車の延べ走行距離の短縮（車両の使用に伴う省エネ） 

③ オンラインサービスの提供（サーバー稼働に伴う増エネ） 

＜ベースライン＞ 

• ベースラインは、「普段の移動が自家用車である社会」と設定。 

＜使用する外部データの検討＞ 

• 燃料使用原単位については、事業者のデータ収集負荷を考慮し、外部データを用いるこ

ととした。 

 

 定量化方法 

① 自家用車の保有台数の減少（車両の資源調達・製造・廃棄に伴う省エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

 

② 自家用車の延べ走行距離の短縮（車両の使用に伴う省エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

＜実証から収集するデータ＞

 移動回数

 自家用車の保有台数（実証前/実証中）

– 実証前：現在の自家用車保有台数

– 実証中：仮にモーダルシフトが普及した場合の自家用車保有意向

【省エネ効果算定イメージ】

自家用車
の保有台数の差分[台]

×

×

×

車両1台あたりの資源調達に伴うエネルギー消費量

車両1台あたりの製造に伴うエネルギー消費量

車両1台あたりの廃棄に伴うエネルギー消費量

実証より収集するデータ 当社が外部より収集･整理するデータ

÷ 移動回数

実証より収集するデータ
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③ オンラインサービスの提供（サーバー稼働に伴う増エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

 

(4) ロボット配送 

【定期的な拠点集荷の自動化】 

 主な検討事項への対応 

＜評価範囲＞ 

• 評価範囲は、ロボット配送導入により想定される下記事象と設定。 

① 配送車の延べ走行距離の短縮（車両の使用に伴う省エネ） 

② 配送ロボットの走行（配送ロボットの使用に伴う増エネ） 

＜実証から収集するデータ＞

【自家用車→公共交通機関】

 走行距離（使用した公共交通機関と乗降地点）

 乗車人数（使用した公共交通機関と利用人数）

【省エネ効果算定イメージ】

輸送人キロ
の差分[人・キロ]
※輸送規模を表す単位

乗車人数と走行距離の積によって算出

× 輸送人キロあたりのエネルギー消費量

実証より収集するデータ 当社が外部より収集･整理するデータ

＜実証から収集するデータ＞

 移動回数

 サーバー稼動に伴うエネルギー消費量

【省エネ効果算定イメージ】

サーバー稼動に伴う
エネルギー消費量 ÷

実証より収集するデータ

移動回数
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＜ベースライン＞ 

• ベースラインは、「貨物を配送車（トラック等）で配送する社会」と設定。 

＜使用する外部データの検討＞ 

• 配送車の燃料使用原単位については、事業者のデータ収集負荷を考慮し、外部データを

用いることとした。 

 

 定量化方法 

① 配送車の延べ走行距離の短縮（車両の使用に伴う省エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

  

【省エネ効果算定イメージ】

実証前の配送トンキロ
[トン・キロ]

× 配送トンキロあたりのエネルギー消費量

実証より収集するデータ 当社が外部より収集･整理するデータ

÷ 収集回数

実証より収集するデータ

＜実証から収集するデータ＞

 収集回数

 配送車の車種と使用燃料

 配送車の走行距離

 配送車の最大積載量、平均積載率、積載量
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② 配送ロボットの走行（配送ロボットの使用に伴う増エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

 

(5) 時短営業 

 主な検討事項への対応 

＜評価範囲＞ 

• 評価範囲は、時短営業導入により想定される下記事象と設定。 

① 設備の稼働時間短縮（設備の使用に伴う省エネ） 

＜ベースライン＞ 

• ベースラインは、「営業時間中（24 時間）設備を稼働している店舗」と設定。 

＜使用する外部データの検討＞ 

• 各設備の燃料使用原単位については、事業者のデータ収集負荷を考慮し、外部データを

用いることとした。 

  

【省エネ効果算定イメージ】

配送ロボットの
配送トンキロ
[トン・キロ]

× 配送ロボットのトンキロあたりのエネルギー消費量

実証より収集するデータ

÷ 収集回数

実証より収集するデータ実証より収集するデータ

＜実証から収集するデータ＞

 配送便数

 配送ロボットの走行距離

 配送ロボットの最大積載量、平均積載率、積載量

 配送ロボットのトンキロあたりのエネルギー消費量
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 定量化方法 

① 設備の稼働時間短縮（設備の使用に伴う省エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

 

(6) スマート物流（電子タグ等の活用） 

 主な検討事項への対応 

＜評価範囲＞ 

• 評価範囲は、スマート物流（電子タグ等の活用）導入により想定される下記事象と設定。 

① 配送車の物流センター・店舗での荷待ち・滞店時間短縮（配送車のアイドリングに

伴う省エネ） 

② 配送車の削減／配送車 1 台あたりの走行距離延長（配送車の使用に伴う省エネ／

配送車の使用に伴う増エネ） 

＜ベースライン＞ 

• ベースラインは、「データ入力等を人手で作業している社会」と設定。 

＜使用する外部データの検討＞ 

• 配送車及びアイドリングの燃料使用原単位については、事業者のデータ収集負荷を考

慮し、外部データを用いることとした。 

 

 定量化方法 

① 配送車の物流センター・店舗での荷待ち・滞店時間短縮（配送車のアイドリングに伴う

省エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

＜実証から収集するデータ＞

実証中の設備の稼働時間

設備の稼動1時間あたりのエネルギー消費量（可能であれば。24時間あたりでも可）

【省エネ効果算定イメージ】

各設備の稼働時間
の差分［時間］

× 各設備の稼働1時間あたりのエネルギー消費量

実証より収集するデータ 当社が外部より収集･整理するデータ

÷
時短営業実施

店舗数

実証より収集するデータ
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② 配送車の削減／配送車 1 台あたりの走行距離延長（配送車の使用に伴う省エネ／配送

車の使用に伴う増エネ） 

• 定量化方法及び必要なデータ項目は以下の通り。 

 

  

アイドリング時間
の差分[時間]

× アイドリング１時間あたりのエネルギー消費量

実証より収集するデータ 当社が外部より収集･整理するデータ

÷ 配送便数

実証より収集するデータ

＜実証から収集するデータ＞

 配送便数

 配送車の車種と使用燃料

 配送車の走行台数（実証前/実証中）

 配送車のアイドリング時間（実証前/実証中）

【省エネ効果算定イメージ】

配送トンキロの
の差分[トン・キロ]

× 配送車のトンキロあたりのエネルギー消費量

実証より収集するデータ 当社が外部より収集･整理するデータ

÷ 配送便数

実証より収集するデータ

＜実証から収集するデータ＞

 配送便数

 配送車の車種と使用燃料

 配送車の走行台数（実証前/実証中）

 配送車の配送距離（実証前/実証中）

 配送車の最大積載量、平均積載率、積載量（実証前/実証中）

【省エネ効果算定イメージ】
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2.3 対象プロジェクトの選定結果 

 選定結果は表 17 のとおり。発掘したプロジェクトのうち、本事業期間内でのデータ収集

及び提供が困難であるとの理由によりデータ提供を受けられないプロジェクトについては

対象外とした。ただし、時短営業は昨今注目され、今後普及拡大が見込まれる社会構造の変

革に該当することから、官公庁等の公表資料やプロジェクト実施者へのヒアリング結果を

用いて、分析を行うこととした。 

 

表 17 調査対象プロジェクトの選定結果 

 

  

システム・サービス プロジェクトのステータス 将来的に広く普及する可能性
エネルギー需給分析が
相対的に可能か

評価範囲によって省エネ効果に相違が生
じるか

選定可否

貨客混載

実証中

国土交通省は2017年9月に貨客混載
に関する規制緩和を実施。

本業務期間内でのデー
タ収集・提供不可

想定される省エネ・増エネ効果

①貨物輸送車の延べ走行距離の短縮（省
エネ）

不採用

実証後 データ収集・提供可
想定される省エネ・増エネ効果

①貨物輸送車の延べ走行距離の短縮（省
エネ）

採用

相乗りタクシー 実証中
未来投資会議（2019年3月7日）より

相乗りタクシーの全国解禁にむけた
検討開始。

データ収集・提供可

想定される省エネ・増エネ効果
①タクシーの保有台数の減少（省エネ）

②タクシーの延べ走行距離の短縮（省エ
ネ）
③マッチングサービスの提供（増エネ）

採用

モーダルシフト 実証中

国土交通省「新モビリティサービス推
進事業」において、MaaS等新たなモ

ビリティサービスの普及に向けた検
討を実施。

本業務期間内でのデー
タ収集・提供不可

想定される省エネ・増エネ効果
①自家用車の保有台数の減少（省エネ）

②自家用車の延べ走行距離の短縮（省エ
ネ）
③オンラインサービスの提供（増エネ）

不採用

ロボット配送 実証前

経済産業省「自動走行ロボットを活用
した配送の実現に向けた官民協議
会」にて、自動走行ロボットによる配
送の実現に向けて検討。

データ収集・提供可

想定される省エネ・増エネ効果
【定期的な拠点集荷の自動化】
①配送車の延べ走行距離の短縮（省エネ）
②配送ロボットの走行（増エネ）

採用

時短営業 実証中

大手コンビニ事業者3社による時短営
業店舗の実証・運営化の事例が増加。

経済産業省「コンビニのあり方検討
会」にて、24時間営業の問題につい
て検討。

提供情報が企業秘密に
該当するため提供不可

想定される省エネ・増エネ効果
①設備の稼働時間短縮（省エネ）

採用

※昨今注目されて
いる取組のため、
公表資料等を用
いて分析

スマート物流
（電子タグ等の活用）

実証前

経済産業省「コンビニ電子タグ1000

億枚宣言」にて、コンビニ事業におけ
る電子タグ導入を推進。

経済産業省「ドラッグストアスマート化
宣言」にて、ドラッグストア事業におけ
る電子タグ導入を推進。

データ収集・提供可

想定される省エネ・増エネ効果

①配送車の物流センター・店舗での荷待
ち・滞店時間短縮（省エネ）
②配送車の削減/配送車1台あたりの走行
距離の延長（省エネ/増エネ）

採用
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3 プロジェクトの分析 

 分析対象として選定したプロジェクトについて、プロジェクトの実施によるエネルギー

需要の変化を定量化した。定量化にあたっては原則、プロジェクト実施者より提供された実

測値を用いて行ったが、プロジェクト実施者より定量化に対して十分なデータが得られな

かったプロジェクトについては、既存の知見や情報等を基に推計した。またプロジェクト単

体の評価のみでなく、システム・サービス等が社会全体へ普及した場合のエネルギー需要の

変化についても拡大推計を実施した。 

 

3.1 エネルギー需要の変化の定量化結果 

 各プロジェクトにおけるエネルギー需要の変化の定量化結果について概要を表 18 に示

す。なお、プロジェクトごとの詳細な定量結果については、算定に用いたデータが各実施者

の機密情報に当たるため、省略する。 

 

表 18 各プロジェクトのエネルギー需要の変化の定量化結果 概要 

システム・ 

サービス 

定量化結果 

プロジェクト単体 拡大推計 

貨客混載 ① 貨物輸送車の延べ走行距離の短縮 

 増エネ（追加配送便発生により） 

対象地域と同等の人口密度の

市区町村数で拡大推計 

相乗りタクシー ① タクシーの延べ走行距離の短縮 

 省エネ（稼働するタクシー台数削

減により） 

対象地域と同等の人口密度の

市区町村数で拡大推計 

ロボット配送 ＜定期的な拠点集荷の自動化＞ 

① 配送車の延べ走行距離の短縮 

② 配送ロボットの走行 

 省エネ（配送車の走行距離短縮に

より） 

対象地域と同等の人口密度の

市区町村数で拡大推計 

時短営業 ① 設備の稼働時間の短縮 

 省エネ（加温加湿、その他設備の稼

働時間短縮により9） 

※ ただし仮に配送時間が深夜から昼

間に変更になった場合、渋滞や渋

滞を想定した増便により増エネの

可能性あり 

①コンビニ各社の時短営業希

望店舗数で拡大推計 

②コンビニの総店舗数で拡大

推計 

スマート物流

（電子タグ等の

① 配送車の物流センター・店舗での

荷待ち・滞店時間短縮 

コンビニの総店舗数で拡大推

計 

                                                   

 
9 事業者へのヒアリングにより、空調、照明、冷蔵冷凍設備については品質管理や防犯上

の理由で時短営業になったとしても 24 時間稼働と仮定。 
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システム・ 

サービス 

定量化結果 

プロジェクト単体 拡大推計 

活用） ② 配送車の削減 

 省エネ（アイドリング時間短縮、稼

働する配送車台数削減により） 

 

4 新たなシステム・サービス等の省エネ法を含む政策的出口に関

する検討 

 今後社会システムの変革に繋がる技術（AI、IoT 等）を活用し、かつ日本の省エネルギー

促進に貢献し得るような新たなシステム・サービス等を社会全体へ普及させるための施策

について検討を行った。 

 具体的にはまず、新たなシステム・サービス等における普及課題について、文献調査及び

プロジェクト実施者や関連団体等へのヒアリング結果を基に整理を行った。結果、システ

ム・サービス等の普及施策案として、「広報活動支援」、「金銭的負担の軽減」、「法環境整備」、

「技術開発支援」が示唆された。 

 そのうち、「金銭的負担の軽減」については補助金等の実費を負担する等の金銭的支援を

行うことも重要だが、非金銭的価値を事業者へ提供することにより、システム・サービス等

導入による全体的な費用対効果を高めることも効果的と考えられる。そこで、新たなシステ

ム・サービス等の省エネ法制度内における評価について検討を行った。具体的には、現行の

省エネ法における既存制度（共同省エネルギー事業、連携省エネルギー計画制度）の整理を

行い、新たなシステム・サービス等を評価するための個別の論点について調査・検討を行っ

た。そして、これらの結果を基に評価の仕組みを検討・決定し、新たなシステム・サービス

等を評価するための制度設計について検討を行った。 

 また、「法環境整備」については長期的な施策になるため、まずは諸外国における整備状

況を把握する必要がある。そこで今後の施策検討の参考となるよう、諸外国における新たな

システム・サービス等の普及状況や事例、法環境整備及び国による支援施策、エネルギー施

策的な位置づけについて文献調査を行い、整理した。 

 

4.1 新たなシステム・サービス等の普及への課題 

 今後日本の省エネルギー促進に貢献し得る新たなシステム・サービス等の普及課題につ

いて、文献調査及びプロジェクト実施者や関連団体等へのヒアリング結果を基に整理した。 

 なお調査は、「3 プロジェクトの分析」にて対象とした下記システム・サービス等を対象

に行った。 
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 貨客混載 

 相乗りタクシー（ライドシェア） 

 ロボット配送 

 時短営業 

 スマート物流（電子タグ等の活用、需要予測） 

 

4.1.1 貨客混載 

 一般的に路線バス等の公共交通機関を用いた貨客混載によるメリットとしては、次のも

のが挙げられる10。 

 

 配送効率の向上 

 配送に係る労働力不足の解消 

 運賃収入増による地域交通網の維持 等 

 

 一方で下記に挙げるデメリットもあり、導入を躊躇する自治体、公共交通事業者、配送事

業者が存在するものと考えられる。 

 

 旅客スペースの減少 

 貨客混載に使用するバス等の運行に係る調整コスト（停留所の移設、運行ダイヤの

改正、等）の発生 

 荷主との調整コスト（荷物を配送専用車両以外で運搬することへの理解を依頼す

ること、等）の発生 

 継続的な一定量の物量が必要（物量が少ないと事業継続が困難になる） 等 

 

 特に追加的な調整コストや金銭的コストの発生については、プロジェクト実施者も導入

課題として挙げている（表 19）。 

 

表 19 貨客混載の導入課題（ヒアリング結果） 

課題 内容 

関連主体との調整 

 検討時に最も課題となったのは、配送事業者から交通事業者へ

の貨物の受け渡し時間・場所の調整。 

 バスの運行ダイヤに配送時間が間に合うか、待機場所はどう

するか、が主な検討課題だった。 

 荷物の品質保証責任の調整。 

 実証では配送事業者が責任を負うことに。その代わり、貨物

への原則配送事業者の従業員しか触れられないという条件

                                                   

 
10 国土交通省中部運輸局ウェブページ「みんなの交通応援プロジェクト Ex」掲載資料 
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課題 内容 

で運用。 

金銭的負担の発生  貨物を運べるようにするため、車両改造が必要。 

（出典：事業者ヒアリングの結果より作成） 

 

4.1.2 相乗りタクシー（ライドシェア） 

 日本においてライドシェア等が普及しない要因の一つとして、法環境が未整備であるこ

とが考えられる。 

 「1 調査対象の候補となるプロジェクトの発掘」でも記述した通り、現行の法制度では、

Uber が提供するような一般ドライバーによる有償の旅客輸送は認められていない。日本に

おいて旅客自動車運送事業を営むためには、国土交通大臣の許可が必要とされ、ドライバー

は一定の要件（第 2 種免許の保有、21 歳以上であること、普通免許取得から 3 年以上経過

していこと、等）を満たす必要がある。過疎地域等の地域住民の生活維持に必要な輸送につ

いて地域交通の提供が困難な場合、市町村や NPO 等が自家用車を利用して有償で運送でき

る自家用有償旅客運送登録制度が存在するが、地方公共団体、地域交通事業者、住民等の地

域関係者が、「地域交通による運送が困難であり、地域の住民の生活を維持するために必要

である」と互いに合意しなければならない。また輸送の安全や利用者の利便の保護に係る基

準を満たす必要がある。 

 更に相乗りタクシーについても、現行制度では認められていない。タクシー事業は「1 運

送 1 契約」の原則の下で運行せねばならず、他人同士が同じタクシー車両に乗車して運賃

を割り勘で払うことは違法となっている。ただし近年では、国土交通省主導で実証実験が行

われており、更に 2019 年 3 月 7 日の未来投資会議にて相乗りタクシーの全国解禁を進める

方針が示されており、今後相乗りタクシーについては、法環境は整っていくものと考えられ

る。 

 

 プロジェクト実施者へのヒアリング結果は表 20 の通り。プロジェクト実施者も法環境整

備の必要性を挙げている。特に、現行の法制度で認められていない相乗りタクシーの実証を

行うにあたり、例外申請等が必要であったがその申請が非常に複雑だったとのこと。また、

サービス提供側の抱く課題として、関連主体との調整も挙げられた。特にサービス提供に必

要不可欠なタクシー事業者が、新たな運行オペレーションを導入することに抵抗感を持っ

たため、地元のタクシー協会を介して調整を行ったとのこと。 

 更にユーザー目線としては、システム・サービス等の認知度・浸透性が重要である。相乗

りタクシーに限らず新しいシステム・サービス等に対しては抵抗感を持つ人も多くいるた

め、周知活動が重要になるとのことだった。これは、タクシー事業者のシステム・サービス

等に関する知識・情報不足が起因するものと考えられる。 

更に実証段階では、ユーザーの求めるサービスレベルに達していなかったため、相乗りタ

クシーを利用しなかったとプロジェクトで実施したアンケートにて評価があったとのこと。 
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表 20 相乗りタクシーの導入課題（ヒアリング結果） 

課題 内容 

法環境が未整備 

 現状の法律では相乗りタクシーは認められていないため、実証

を行うにあたっては例外申請等の手続きが必要であり、その申

請が非常に複雑だった。国として新たなシステム・サービス等

を普及させたいのであれば、まずは法制度について整理する必

要があるのでは。 

関連主体との調整 

 事業者（特にタクシー事業者）との調整は非常に苦労した。 

 新しい運行オペレーションを導入する必要があるため、タク

シー事業者は抵抗を持ちやすい。特にタクシー事業者は、人

手不足が課題であるものの、経済的窮地に陥っているわけで

はなく危機感を持っていないため、動いてくれない（「知識・

情報不足」にも該当）。 

知識・情報不足 

 新しいシステム・サービスに対しては、抵抗感を持つ人も多く

いるため、国として進めたいものがあるのであれば、周知活動

に取り組む必要があるのでは。 

サービスが未成熟 
 実証では利便性が低い（走行エリアの制限、等）ため、利用しな

かったという評価を受けた。 

（出典：事業者ヒアリングの結果より作成） 

 

4.1.3 ロボット配送 

 ロボット配送については、法規制、社会的受容性、標準化、インフラ、配送サービス、製

造の 6 つの課題があるとされている11。 

 法規制については、現状自律走行型ロボットの公道・歩道走行は認められていない。仮に

全国一律で公道走行についての規制緩和を行う場合、道路交通法等関連法令の改正が必要

となり、ハードルが高い状況である。 

 社会的受容性については、ロボットは今まで主に産業用として業務空間で使用されてお

り、日常空間で使用される機会は限定的であった。そのため、ロボットの歩道走行・公道走

行に対する安全性について社会的懸念やロボットとのコミュニケーションに不安を持つ一

般利用者が存在し得る状況である。 

 標準化については、現状公道・歩道を走行する自律走行型ロボットが満たすべき強制規格

や任意規格が定められていない。更に標準化に関する検討は現状行われておらず、今後議論

を主導する組織や議論の方向性も明らかになっていない状況である。 

 インフラについては、国内の歩車道は幅員が狭くロボットの走行に適さない場所が多い

との指摘がある。またロボットの走行に必要となる通信などのインフラ整備に関する方針

                                                   

 
11 経済産業省委託調査報告書「平成 30 年度省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普

及促進事業委託費（新規分野の国際ルールインテリジェンスに関する調査（自立走行ロボ

ットの活用に向けた国際標準化戦略に係る調査））」 
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も明らかになっていない。ロボットのための幅員拡張や専用道整備など大規模なインフラ

工事を全国で行うことは非現実的であり、またロボットの安全走行を担保するためにはエ

リアを問わず走行できる通信環境や通信の混線が起きない環境の整備が必要である。 

 配送サービスについては、配送事業において人手不足や収益圧迫といった課題が生じて

いる中で配送ロボットを活用するためには、各事業者が既存の配送システムを見直し、ロボ

ット配送のメリットを最大限に引き出す新たな配送システムの考案・構築が必要となる。ま

た事業者がそれぞれでロボットを持つビジネスモデルはコストや効率性の観点で高いハー

ドルが存在する。 

 製造については、国内の自律走行型ロボット開発メーカーは少なく、欧米に遅れを取って

いる状況である。また国内外いずれのメーカーも生産量が少なく、ロボット 1 台あたりの

コストが高くなってしまっている。更に AI アルゴリズムなどの差別化に資する技術は開

発・実証段階にあり、各メーカーが単独で開発するにはコスト・スピードの観点で高いハー

ドルが存在する。 

 

表 21 自律走行型ロボットの国内社会実装に向けた課題 
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（出典：アクセンチュア「平成 30 年度新規分野の国際ルールインテリジェンスに関す

る調査（自律走行ロボットの活用に向けた国際標準化戦略に係る調査）」） 

 

 これらの課題を解決し、国内における自律走行型ロボットによるサービスを実現するた

め、ロボットメーカー・ロボット活用事業者・自治体・関連省庁により「自律走行ロボット

の社会実装に向けた官民協議会」が設立された。協議会では将来ビジョンを策定した上で、

「公道走行を可能にする規制緩和」、「自律走行型ロボットに関する標準化」、「自律走行型ロ

ボットビジネス戦略」の 3 テーマについて議論を行う方針である。 

 

 ロボット配送のプロジェクト実施者へのヒアリング（表 22）では、前述の課題のほかに

「サービスレベルの維持」が挙げられた。現状の貨物配送では一般利用者に対し「サービス

レベル」を設定している（例えば、当日の夕方までに都内で発送手続きが済んだ貨物につい

ては翌日中に届ける、等）。ロボット配送を導入しつつ、このサービスレベルを維持するこ

とができるか、については検討の余地がある。 

 

表 22 配送ロボットの導入課題（ヒアリング結果） 

課題 内容 

法環境が未整備 

 大規模マンション等での施設内走行については、消防法により

廊下に荷物を置くことが出来ないため、ロボットによる置き配

ができない。よって、必ず利用者が直接ロボットから受け取る

必要がある。 

技術が未成熟 

 サービスレベル（例えば、当日の夕方までに都内で発送手続き

が済んだものは翌日中に新潟や大阪に届ける）を利用者と約束

している。このサービスレベルを維持しつつ、どのようにロボ

ットの導入を進めるか、というのが難しい。 

（出典：事業者ヒアリングの結果より作成） 
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4.1.4 時短営業 

 時短営業については新たなコンビニのあり方検討会において、コンビニの時短営業は全

国一律で普及させるのではなく、各店舗のオーナーが置かれた経営環境や地域社会の需要・

認識の変化を踏まえた上で、24 時間営業継続か時短営業導入かの選択が認められるべきと

の意見が挙がっている12。 

 また当該検討会において実施されたオーナー、従業員、利用者に対するアンケート及びヒ

アリングでは、表 23 にある通りの意見が挙げられている。 

オーナーの意見としては、人件費削減や労力確保の観点から賛成している意見が多い。反

対意見としては、開閉店作業や納品受入のための待機時間等の発生により、期待していた効

果が得られなかったという実証に参加したからこその意見が挙げられた。また、国や本部に

対し、24 時間営業廃止するのであれば物流スケジュールの変更を求める意見や国や自治体

による規制が必要との意見があった。 

従業員の意見としては、深夜勤務の身体的負担や深夜勤務時間帯の安全性、家族との時間

確保を理由に賛成する意見が挙げられた。一方反対意見としては、深夜勤務時間の時給が高

いことや地域の防犯に役立っていることなどが挙げられた。 

利用者の意見としては地域の需要を踏まえて必要な店舗における時短営業については肯

定的な意見があった。一方、深夜に買い物したい人の買い物場所や緊急時の避難場所として

24 時間営業店舗が必要との意見が挙げられた。 

 

表 23 新たなコンビニのあり方検討会 時短営業への主な意見（オーナー、従業員、利用

者アンケート・ヒアリング結果） 

立場 意見 内容 

オーナー 肯定的意見 

 店によっては、時短営業は必要。メリット：深夜の人件費削

減。デメリット：売上減。 

 基本的には深夜営業は取りやめて欲しい。メリット：人不

足の問題がほぼ解決すること、人件費が大幅に減らせるこ

と。デメリット：物流の配送。売上の減少分が人件費削減分

でカバーできるなら深夜は閉めるべき。 

 深夜のシフトに入る人がいなければ、時短営業を考えると

思う。メリット：人員確保の労力が不要になること。デメリ

ット：配送スケジュールが変更されなければ、閉店しても

荷物の受入の為に人がいないといけないので人件費削減が

できない。 

 深夜営業の取り止めは真剣に考えている。デメリットとし

て売上減少が挙げられているが、各チェーンが足並みを揃

えればそれほど影響はないのではないか。 

                                                   

 
12 「新たなコンビニのあり方検討会」報告書～令和の時代におけるコンビニの革新に向け

て～ 
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立場 意見 内容 

 深夜営業は売上が低く、人件費も高くなる為、赤字経営に

なるので止めたい。デメリット：街の安全性が少し落ちる。 

 人手不足で実施したいが、チャージ料がアップされ、経営

がより厳しくなる為、踏み切れない。フランチャイズ契約

に法規制で、営業時間選択出来るようにする必要がある。 

 深夜に利用者の少ない店舗は時短すべきと思う。もちろん

やりたいオーナーがやればいいと思う。 

否定的意見 

 コンビニの様々な役割を考えると、24 時間営業するのが大

前提。ただし十分な労働力の確保ができていない現状を鑑

みると、柔軟な対応が必要。 

 例えば朝 7 時開店にすると、物流の関係があるので、その

前倒しで 1、2 時間早く人の確保が必要となり、相当難し

い。そういう観点で時短営業は考えていない。 

 開閉店作業を含め、煩わしい作業が増える分、スタッフは

休めない。現実、開閉店作業だけで 2、3 時間かかることに

なり、結局店から帰ることが出来ず、やる意味がなかった。 

その他意見 

 24 時間営業が必要な地域も、必要じゃない地域もある。自

治体、国から、一定の規制をかけていただかないと難しい

のではないか。 

 24 時間営業をやめるのであれば、夜間の配送を無くすとい

うのは当然だと思う。 

従業員 

肯定的意見 

 深夜は身体的につらいため働きたくない。 

 女性であるため夜勤は怖い。 

 子供・家族がいるため夜勤はなるべく控えたい。 

否定的意見 
 夜勤は時給が高い。 

 24 時間営業による防犯効果は高い。 

利用者 

肯定的意見 
 地域の需要を踏まえて判断するべき。 

 治安の状況を踏まえて判断するべき。 

否定的意見 

 近隣に 24 時間営業のスーパーがないので深夜営業コンビ

ニは必要。 

 夜遅くまで働いている人が仕事帰りに買い物する場所が必

要。 

 緊急時に頼りになる。 

（出典：「新たなコンビニのあり方検討会」第 3 回資料より作成） 

 

 プロジェクト実施者及び関連団体へのヒアリング結果は表 24 の通り。ヒアリングにおい

ても時短営業については各店舗の経営状況等を考慮して判断するとの意見が得られた。ま

た時短営業を検討した結果、導入を取りやめた店舗も一定数存在する。理由としては「採算

性」が挙げられている。「時短営業＝コスト削減」と単純には繋がらないケースが存在し、

そのような店舗では時短営業導入を断念することになる。 
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表 24 時短営業の導入課題（ヒアリング結果） 

課題 内容 

サービス提供者側に

生じる課題 

 原則 24 時間営業は継続する方針だが、人件費等の運営コストと

売上の釣り合いがとれない店舗については時短営業を導入する

ことも検討する。（関連団体） 

 時短営業を希望する約 40％は「利益確保（人件費 VS 売上）」を

理由としている。ただし、時短営業を実施しても人件費が減ら

ないケースがあり、その結果検討したが時短営業を導入しなか

った店舗も存在する。（プロジェクト実施者） 

 時短営業をしてもレジ業務の負荷しか軽減されない。その他

深夜に実施していた業務の負荷は、他の時間帯に寄せられる

ため、結果として人件費がかかるケースがある。 

（出典：事業者ヒアリングの結果より作成） 

 

4.1.5 スマート物流（電子タグ等の活用、需要予測） 

＜電子タグ等の活用＞ 

 電子タグ等の導入については、新たなコンビニのあり方検討会におけるオーナーヒアリ

ングの結果より、業務負担及び人件費削減の観点から導入ニーズが高いことが伺える（表 

25）。 

 経済産業省及びコンビニ各社（セブン－イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニス

トップ、JR 東日本リテールネット）が共同で宣言した「コンビニ電子タグ 1000 億枚宣言」

においては、以下の内容で電子タグの普及を実施するとしている。 

 

 2025 年までに、セブン－イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、

ニューデイズは、全ての取扱商品（推計 1,000 億個／年）に電子タグを貼付け、商品

の個品管理を実現する 

 その際、電子タグを用いて取得した情報の一部をサプライチェーンに提供すること

を検討する。 

 2018 年を目途に、セブン－イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、

ニューデイズは、特定の地域で、取扱商品に電子タグを貼付け、商品の個別管理を実

現する為の実験を開始する。 

 

 ただし上記宣言のうち、2025 年の電子タグを用いた商品の個別管理実現に対しては下記

の留保条件が存在し、この条件が電子タグ普及の課題となっているものと考えられる。 

 

 特殊な条件（レンジ温め、金属容器、冷凍・チルド、極細等）がない商品に貼付する

「普及型」の電子タグの単価（IC チップ＋アンテナ＋シール化等のタグの加工に関

する費用）が 1 円以下になっていること。 
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 ソースタギング（メーカーが商品に電子タグを付けること）が実現し、商品のほぼ全

てを RFID で管理できる環境が整備されていること。 

 

 実際、コンビニの関連団体へヒアリング（表 26）したところ、RFID の効果の高さは理

解しているものの、貼付できる商品が限定的であることやタグの価格の高さといった課題

から、本格導入には時間がかかるとの意見があった。 

 

 また電子タグ等の有識者にヒアリング（表 26）したところ上記課題のほかに、日本独自

の「商習慣」が挙げられた。電子タグ等の導入には、商品の包装や番重、段ボール等の標準

化が必要となるが、日本では会社の製品ごとに包装や梱包を変えることが習慣となってい

る。特定の製造会社とのビジネスを続けるために、各梱包会社は上述のサービスを提供して

おり、梱包材等が標準化されることでサービスの差別化が図れなくなるため、電子タグの導

入に反対意見が出る可能性がある。電子タグの導入が比較的進んでいるアパレル業界でさ

え、段ボールの標準化がなされたのは約 5 年前とのこと。 

 更にプロジェクト実施者へのヒアリングでは、RFID のような高度な電子タグの導入の前

に、そもそもバーコードシステムすら導入されていない実態があることが明らかとなった。

そのためデータを一元管理できておらず、未だに紙伝票を使用していることから、作業効率

を向上させるため、まずはバーコードシステムの導入を行う方針とのことであった。 

 

表 25 新たなコンビニのあり方検討会 電子タグ等への主な意見（オーナーヒアリング結

果） 

意見 内容 

肯定的意見 

 RFID、これをぜひ進めていただきたい。やはり電子タグでレジ

の仕事をなくすと絶対人件費が減らせる。 

 2025 年に IC タグが付けば、ほぼ無人化できる。人件費は 3 分

の 1 から半分ぐらいに下がる。 

 経済産業省から、IC タグを 2025 年までに、という発表があっ

たが、あと 6 年も待てない。 

（出典：「新たなコンビニのあり方検討会」第 3 回資料より作成） 

 

表 26 電子タグ等の導入課題（ヒアリング結果） 

課題 内容 

金銭的コストの負担 

 効果の高さは理解しているが、貼付できる商品が限定的である

ことやタグの価格の高さの課題があり、本格導入には時間がか

かる。 

技術が未成熟 

 効果の高さは理解しているが、貼付できる商品が限定的である

ことやタグの価格の高さの課題があり、本格導入には時間がか

かる。（再掲） 
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課題 内容 

 データの一元管理ができていないことは、コンビニ業界全体の

課題である。未だに紙伝票を用いている事業者もおり、作業効

率化のためにもまずはバーコードシステムの導入を行いたいと

考えている。 

日本独自の商習慣 

 一般的に電子タグの普及課題として「技術的課題（貼付ができ

ない商品がある、等）や「価格（単価が高い、等）」が挙げられ

るが、個人的にはそこまで影響しないと考えている。 

 特に価格については自社のプライベートブランド商品や作業

効率向上によるコスト削減でカバーできる可能性がある。 

 最も影響しているのは「商習慣」だと考えている。電子タグ導入

には、商品の包装や番重、段ボール等の梱包材の標準化が必要。

しかし日本では特定の製造会社とビジネスを恵贈させるため

に、製品ごとに梱包材を変えることが商習慣となっている。 

 電子タグ導入に伴い梱包材の標準化をすると、サービスの差

別化が図れなくなるため、梱包会社から反対意見が出る可能

性がある。 

 電子タグ導入が比較的進んでいるアパレルでさえ、段ボール

の標準化ができたのは 5 年前。 

（出典：事業者ヒアリングの結果より作成） 

 

＜AI 等を用いた需要予測＞ 

 新たなコンビニのあり方検討会にて実施されたコンビニオーナーを対象としたアンケー

ト及びヒアリング（表 27）において、AI を活用した自動発注システムの導入を期待する意

見が紹介されている。AI を活用した需要予測やそれを用いた自動発注システムは、省人化、

省力化を必要とするコンビニ業界にとってはニーズの高いシステムであると考えられる。

その一方で、自動発注システムを含む新しい設備やサービスの導入は、店舗にとって負担に

なるケースがあり、導入に反対する意見も存在する。特に新しい設備導入に伴う金銭的なコ

スト負担が導入を拒む要因となっているものと想定される。 

 

表 27 新たなコンビニのあり方検討会 新たな設備等導入への主な意見（オーナーアンケ

ート・ヒアリング結果） 

意見 内容 

肯定的意見 

 発注がかなり負担。休日としている日でも 2 時間は発注時間に

充てている。AI の導入で自動発注システムを構築する。 

 発注業務の負担が大きい。AI 発注に期待する。 

 やはり AI と IoT の導入に関しては期待が多少持てる。 
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意見 内容 

 コンビニを一人で回せるようになれば、もっとオーナーの負担

も軽くなり、人件費も削減され、働き方も変わってくる。そうい

う部分で IT には期待できる。 

否定的意見 

 新しい設備を使って店の利益が増えるなら喜ばしいが、導入し

て店舗の利益が減少するので甚だしい。店の格差にもよると思

うが。 

 顧客からは評価されていると思うが加盟店へは負担が増える物

がほとんど。設備本体は本部が負担するがその後のメンテナン

ス費等は加盟店もち。 

（出典：「新たなコンビニのあり方検討会」第 3 回資料より作成） 

 

 また本事業にてコンビニの関連団体へヒアリング（表 28）を実施したところ、AI による

需要予測は店舗だけではなく、そのデータをサプライチェーン全体で把握できるように各

ステークホルダーが導入する必要があるとの意見があった。更に現状コンビニの導入して

いるセミオート発注システムは食料品に適応できるほどの精度がないため、雑貨品のみが

対象となっているとのことだった。コンビニの発注の中で最も量の多いのは食料品である

と想定され、それに適応できる発注システムでなければ店舗の負担は減らないため、費用対

効果を鑑みて導入に躊躇する店舗が現れる可能性もある。 

 

表 28 AI を活用した需要予測の導入課題（ヒアリング結果） 

課題 内容 

技術が未成熟 

 AI による需要予測はステークホルダー全体で導入することで

効果が発揮されると考えている。 

 現状導入されているセミオート発注は、食品に適応できるほど

の精度がないため、雑貨品のみ対象としている。 

（出典：事業者ヒアリングの結果より作成） 

 

4.1.6 普及課題についての総括 

各システム・サービスの普及課題について調査を行った結果、「関連する主体との調整」

や「システム・サービスの導入に伴う投資や運用コストの増加」、「法環境が未整備」、「技術・

サービスが未成熟」といった課題が共通的に挙げられた（表 29）。 

 

表 29 新たなシステム・サービス等の普及課題についての総括 

課題 
システム・サー

ビス 
主な意見 

関連する主体と

の調整 

貨客混載  荷主や配送事業者との調整コスト発生 

相乗りタクシー 

 タクシー事業者との調整コスト発生 

 新たなシステム・サービスに対するタクシー事

業者、利用者の抵抗感 

ロボット配送  ロボットを日常社会で使用することへの社会的
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課題 
システム・サー

ビス 
主な意見 

懸念が存在 

 ロボットとのコミュニケーションへの不安 

時短営業 

 時短営業がサプライチェーン全体に影響する可

能性 

 時短営業に対する本部、従業員、利用者の理解が

必要 

 24 時間営業廃止するのであれば物流スケジュー

ルの変更が必要 

スマート物流

（電子タグ等） 

 電子タグ導入に必要な梱包材の標準化に対する

梱包材メーカーの理解 

システム・サービ

スの導入に伴う

投資や運用コス

トの増加 

貨客混載  貨物運搬用の車両改造費の負担が発生 

ロボット配送  ロボット 1 台あたりのコストが高い 

時短営業  深夜営業廃止による売上低減 

スマート物流

（電子タグ等） 
 電子タグの単価の低減が必要 

スマート物流

（需要予測） 
 新しい設備の維持コストの負担が発生 

法環境が未整備 

相乗りタクシー 

 ライドシェア、相乗りタクシーは現状の法制度

では認められていない 

 上記理由から実証には例外申請等が必要 

ロボット配送 
 ロボットの公道・歩道走行は現状の法制では認

められていない 

技術・サービスが

未成熟 

相乗りタクシー 
 実証の結果、利便性が低いため利用しなかった

という意見があった 

ロボット配送 

 ロボットが安全走行するための、インフラ整備

や通信環境整備が必要 

 新たな配送システムの構築が必要 

 各企業が単独で開発するにはコスト・スピード

の観点でハードルが高い 

 現状のサービスレベルを維持するための技術革

新が必要 

スマート物流

（電子タグ等） 

 商品すべてに電子タグを貼付でき、かつ管理で

きる環境整備が必要 

スマート物流

（需要予測） 

 現状のセミオート発注システムは精度が低いた

め、食料品へ適応不可 

（出典：各文献および事業者ヒアリングの結果より作成） 

 

 国と事業者が行うべき各課題に対する施策案を以下に示す。 

 

(1) 関連する主体との調整 

 各関連事業者や利用者は新たなシステム・サービス等の導入に抵抗感を示す傾向にある。

その要因の一つとして、システム・サービス等に関する知識・情報不足が考えられる。各主

体が抵抗なく新たなシステム・サービス等を導入・利用できるようにするため、適切な周知
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活動が必要となるが、実施主体の事業者のみが周知活動を行うのではなく、国として支援す

ることでより PR 効果が生まれやすくなる可能性がある。その際、対事業者、対利用者で必

要な情報や最も伝わりやすい情報提供手法は異なることが想定される。よって、各主体の情

報不足を解消し、新たなシステム・サービス等を普及させるため、以下について今後検討を

行う必要がある。 

 

 各主体のニーズに合った情報把握 

 主体ごとに必要とする知識・情報は異なると考えられる。アンケートやヒアリン

グ調査を通じ、各主体が新たなシステム・サービス等を導入するに際し、どのよ

うな情報を求めているかを把握する必要がある。 

 各主体にあった情報提供のあり方の検討 

 主体ごとに最も伝わりやすい情報提供手法について検討した上で、上記調査で

把握した知識・情報を共有する必要がある。 

 

 例えば、貨客混載では課題として、荷主に貨物を配送専用車ではなく公共交通機関で配送

することを理解してもらうための調整コストが挙げられた。荷主から貨客混載への理解を

得るには、貨物の品質責任の所在やサービスレベルへの影響等の情報を提供することが有

効と考えられる。貨客混載は事例が増えつつあり、前述の情報が一定量存在するものと想定

される。よって情報提供手法としては、荷主に対する一般的な貨客混載の運用方法や事例を

載せたガイドライン等の提供や説明会の実施が一案として考えられる。 

相乗りタクシーのプロジェクトでは、タクシー事業者が新たなオペレーション導入に対

し抵抗感を持っていたため、調整コストが発生した。これは「相乗りタクシー」という新た

なサービスに関する知識・情報不足が要因と考えられる。そこで、相乗りタクシーの導入メ

リット・デメリット等の情報をタクシー事業者へ提供することで、タクシー事業者の持つ相

乗りタクシーへの抵抗感を緩和し、調整を滞りなく進められることが期待できる。情報提供

については、一般的に用いられる事業者説明会や勉強会が一案として考えられる。また利用

者に対し、相乗りタクシーの経済性（タクシー料金が通常より安価）や安全性（他人同士が

乗り合わせる際の個人情報等の保護方法）等の情報を提供することで、利用者の増加につな

がる可能性がある。情報提供手法としては、できるだけ多くの利用者の目に触れるようテレ

ビ番組やコマーシャル等のメディアの活用が一案として考えられる。 

 ロボット配送では、一般市民が持つ、ロボットが日常空間を動き回ることに対する不安が

課題として挙げられていた。ロボットに対し不安を持つ市民に対し、ロボットの安全性等の

情報を提供することで、不安を解消し、ロボットへの社会的受容性を高められる可能性があ

る。情報提供手法としては、相乗りタクシーと同様にできるだけ多くの市民へ情報提供を行

うために、テレビ番組やコマーシャル等のメディアの活用が一案として考えられる。 

 時短営業の実施については、利用者の理解を得ることが重要である。利用者の理解を得る
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ためには、時短営業を導入することによる周辺住民への影響等の情報提供が有効と考えら

れる。情報提供手法としては、自社のウェブページ又はプレスリリース内での発表が一案と

して考えられる。時短営業については注目度が高い状況のため、時短営業による影響を公表

することで、ニュースや新聞といったメディアに取り上げられ、より多くの利用者に情報が

届くことも期待できる。 

 電子タグ等の導入については、梱包材の標準化に対する梱包材メーカーの理解が課題と

して挙げられた。メーカーの理解を得るためには、梱包材が標準化されることにより発生す

るメーカーが受けるメリット・デメリットを分析し、その結果を提供することが有効と考え

られる。情報提供手法としては、梱包材メーカーが所属する業界団体等を通じた説明会の実

施が一案として考えられる。 

  

(2) システム・サービス等の導入に伴う投資や運用コストの増加 

 新たなシステム・サービス等を導入するためには、投資コストや運用コストが発生する。

そのため、導入を検討する事業者としてはそれらのコストに見合った効果が期待できなけ

れば導入することは困難であると想定される。金銭的負担を軽減するための支援として助

成金制度が設けられているシステム・サービス等も存在するが、それだけではなく、システ

ム・サービス等を導入することによる非金銭的な価値を事業者へ提供することで、全体的な

費用対効果を高めることも、導入・普及促進には必要と考えられる。 

 具体的には、何かしらの制度内でシステム・サービス等の導入、又は導入による効果を評

価することも一案として考えられる。例えば、環境の観点から省エネ法の既存制度内にて評

価することも検討の余地があるだろう。よって本事業にて、省エネ法の連携省エネルギー制

度及び共同省エネルギー制度における新たなシステム・サービスの評価方法について検討

を行い、貨客混載のプロジェクトについて連携省エネルギー制度内での評価を試行した。詳

細は「4.2 新たなシステム・サービス等の省エネ法等における評価に関する検討」を参照

とされたい。 

 

(3) 法環境が未整備 

 新たなシステム・サービス等の導入を検討する際は、事前に実証期間を設けることが一般

的である。しかし、そもそもシステム・サービスを使用する為の法環境が整備されていない

場合、事業者は例外申請等を行うために時間や調整コストが必要となり、導入を断念するケ

ースが存在する。例えば、相乗りタクシーやロボット配送（公道走行）は、現行の法制度で

は認められていないため、実証実験を行う際は関連省庁等の許可が必要となり、実証実験を

開始するまでのハードルが高くなっている。 

 ただし法環境の改変については、検討に時間を要するため短期的な解決は困難なものと

考えられる。そこでまずは、新たなシステム・サービスに関する諸外国の法制度等整備状況

を把握し、日本に適応する場合、どのような影響が生じうるかを検証する必要があるだろう。
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そこで本事業にて対象としたシステム・サービスに関する諸外国の法整備状況について調

査・整理を行った。詳細は「4.3 参考 新たなシステム・サービス等の海外事例調査」を

参照とされたい。 

 

(4) 技術・サービスが未成熟 

 新たなシステム・サービス等に対し、事業者側として導入ニーズは高いものの、事業者が

期待しているレベルに技術やサービスが達していないため、導入が進んでいない可能性が

ある。例えば、ロボット配送の場合、現状の技術では配送のサービスレベルを維持すること

が難しいため、配送専用車の完全な代替に至っていない。また、荷物の受け渡し等のために

人が介在しなければならない状況にあり、ロボット配送による「人手不足の解消」や「配送

効率向上」といったメリットを最大限享受できていない状況である。スマート物流の関連技

術である電子タグや需要予測システムも同様の状況である。現状の電子タグは貼付可能な

商品が限定されており、コンビニのような多種多様な商品を扱う小売業が電子タグによる

「作業効率向上」のメリットを最大限享受できていない状況である。AI を用いた需要予測

システムについても、食料品に適応するためには精度等の課題が多く、コンビニ等小売業に

とっては使い勝手の良いシステム構築に向けた試行錯誤の段階である。 

 技術革新については、法制度と同様に、時間を要するため短期的な解決は困難なものと考

えられる。技術革新を促すための施策としては下記が考えられる。技術開発・実証実験につ

いては、補助金等の助成や税制優遇等の経済的支援や技術研修・相談といった情報提供によ

る支援が一案として考えられる。また長期的には技術開発者を育成することが、技術革新に

繋がる可能性もある。特に AI、IoT、ロボット、電子タグ等の新たな技術を用いたシステム・

サービスは、技術開発者の人材供給及び育成が重要になると想定される。 

 

 技術開発・実証実験に対する金銭的支援 

 補助金・委託費等の助成、試験研究費の税制優遇、試験研究に必要な設備等を導

入するための融資、特許料等の軽減 

 技術研修・相談の実施 

 各システム・サービスの事業化ステージに応じたコンサルティング 

（例） 

 事業の模索に向けた調査・企画段階： 

技術に関する基礎調査、及びその結果の共有、等 

 事業化に向けた研究開発段階： 

技術導入に向けた研究・実証サポート、等 

 実証結果を踏まえた事業化段階： 

事業化サポート、等 

 技術開発者の育成 
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 金銭的支援（研究開発費の支援、若手研究者の生活支援、等） 

 研究者向けの専門教育やキャリア開発支援 

 

4.2 新たなシステム・サービス等の省エネ法等における評価に関する検討 

本事業では、社会システムの変革に繋がる新たな技術（AI、IoT 等）を活用した省エネ取

組の評価を行い、それらの技術を活用した取組の中には複数事業者が連携して、更に製品・

サービスのライフサイクルにおいて関係事業者が複数のプロセス（調達、生産、物流、使用、

等）に跨るものもあると考えられる。 

このため、新たな技術を活用した、特にプロセスを跨る可能性がある複数事業者による省

エネ取組の普及に向けた省エネ法の課題について整理し、制度改正の要否や改正の方向性

について検討を行った。 

 

 

図 19 省エネ法の現在及び新たな評価単位（イメージ） 

 

省エネ法における新たな技術・取組の評価に向けた検討として、初めに省エネ法における

既存の関連制度（共同省エネルギー事業、連携省エネルギー計画制度）の概要を整理し、両

制度における評価可否等について整理を行った。 

続いて、省エネ法において新たな省エネ取組を評価するための個別の論点について調査・

検討を行い（省エネ量の配分方法等）、これらを踏まえた上で、新たな技術・取組を省エネ

法において評価するための仕組みについて検討・決定し、最終的に必要に応じて省エネ法の

改正も含む具体的な制度設計を行なうこととした。 

 

 

図 20 調査・検討のステップ 
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4.2.1 既存制度の整理 

省エネ法には、複数事業者の連携による取組を評価する仕組みとして、「共同省エネルギ

ー事業」及び「連携省エネルギー計画制度」が既に存在する。 

初めに両制度の概要について整理し、続いて本事業で調査・検討したプロジェクトを両制

度の現行の枠内で評価しうるか、評価するために必要な変更点があるか、等について検討・

整理を行った。 

 

(1) 共同省エネルギー事業 

① 法律上の位置づけ 

・共同省エネルギー事業は省エネ法 第百五十九条に基づいているものであり、これを「工

場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」の「Ⅱ エネルギ

ーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置」に下記文言を記載することで

第十七条にある合理化計画に係る指示及び命令における配慮事項となっている。 

 

■省エネ法における共同省エネルギー事業 

（この法律の施行に当たつての配慮） 

第百五十九条  経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギー

の使用の合理化等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等によ

る他の者のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮

をするものとする。 

 

■判断基準における共同省エネルギー事業の記載 

また、事業者は、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために技術の提供、助言、

事業の連携等により、他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を行うこ

とについて検討すること。 

 

② 共同省エネルギー事業の定義 

・共同省エネルギー事業の定義は、法律にある通り、「我が国全体のエネルギーの使用の合

理化等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者

のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄与する取組」で、主体間の関係や省エネ取組の

内容には特に制限はない。 

 

③ 報告方法 

・共同省エネルギー事業には報告義務がある訳ではなく、任意で定期報告書に添付して報告

することが可能という位置づけであり、算定可能であれば、共同省エネルギー量も報告で

きるものとなっている。 
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④ 評価方法 

・評価方法は、「自らの省エネルギー努力を十分に行っている事業者が、複数事業者と連携

し、更なる省エネルギーを実施すべく共同省エネルギー事業を行っている場合、エネルギ

ー消費原単位が年平均１％以上低減できていなかったとしても、報告する年度において

エネルギー消費原単位を年平均１％低減する際に必要となるエネルギー削減量見合いの

共同省エネルギー量を積極的に報告する場合は、国として、そのような状況を勘案・評価

し、運用することとする」こととなっている。また、中立的な第三者の認証を受けた場合

に限り、共同省エネルギー量を報告することができることとなっている。 

・現状の取り扱いでは、エネルギー消費原単位の算出の際に、自らのエネルギー消費量から

共同省エネルギー量をオフセットすることはできない。 

 

⑤ 利用実態 

・共同省エネルギー事業の報告状況を下表に示す。2010～2016 年度はほとんど活用されて

いない状態が続いていたが、2017 年度に報告件数が大幅に増加している。理由の一つと

して、J-クレジット制度のホームページにおいて J-クレジットの活用方法に関する説明

を充実化したことによって、省エネ法における共同省エネ事業の認知度が向上し、報告を

行う事業者が増加した可能性が考えられる。一方で、特定事業者が約 12,000 者存在して

いることを考えると、共同省エネルギー事業が積極的に活用されている状況ではなく、活

用事例は J-クレジットの償却が多い傾向にある。 

 

表 30 共同省エネルギー事業の報告状況 

年度 共同省エネ事業報告状況 備考 

2010 なし － 

2011 なし － 

2012 3 件（3896.5 原油換算 kl） 全て国内クレジットの償却によるもの 

2013 2 件（133.2 原油換算 kl） 全て国内クレジットの償却によるもの 

2014 10 件（28,105 ton-CO2） 
国内クレジット、オフセット・クレジット（J-

VER)の償却等によるもの 

2015 3 件（1,692 ton-CO2） 全て J-クレジットの償却によるもの 

2016 2 件（344 ton-CO2） 全て J-クレジットの償却によるもの 

2017 54 件（150,706 ton-CO2） 
J-クレジット制度が 17 件、その他制度（オフ

セット・クレジット制度等）が 37 件 

（出典：省エネルギーセンター「工場等判断基準遵守状況等分析調査」より作成） 

 

⑥ 課題 
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・オフセットできず、どのような配慮が行われるか明確でない 

上述の通り、エネルギー消費原単位算出の際に自らのエネルギー消費量から共同省エネ

ルギー量をオフセットできないため、実際にどのような配慮が行われるか明確でない。そ

のため、共同省エネルギー事業を積極的に活用しようという十分なインセンティブが働

いていない。 

 

・共同省エネルギー量の算定方法や報告方法が明確に定義されていない 

J-クレジット制度以外では、具体的な定義がなく、また共同省エネルギー量の算定方法や

認証の受け方、報告方法についても明確に定義されていない。 

 

(2) 連携省エネルギー計画制度 

① 法律上の位置づけ 

・省エネ法第 46～50 条に基づくものであり、平成 30 年 12 月施行の省エネ法改正により

創設された新たな制度である。 

 

■省エネ法における連携省エネルギー計画制度 

（連携省エネルギー計画の認定） 

第四十六条 工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等

におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネル

ギーの使用の合理化のための措置（以下「連携省エネルギー措置」という。）に関する計画

（以下「連携省エネルギー計画」という。）を作成し、経済産業省令で定めるところにより、

これを経済産業大臣に提出して、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受け

ることができる。 

 

② 連携省エネルギー計画制度の定義 

・連携省エネルギー計画の認定制度は、複数の事業者が連携して省エネルギー取組を実施し

た場合に、省エネ法の定期報告において、連携による省エネ量を事業者間で分配して報告

することができる制度。 
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図 21 連携省エネルギー計画制度の例 

（出典：資源エネルギー庁「連携省エネルギー計画 作成の手引き」） 

 

・制度の利用には、連携省エネルギー計画を作成の上、経済産業大臣又は経済産業局長に提

出し、認定を受ける必要あり。 

・「連携省エネルギー計画申請書」においては、連携省エネルギー措置の目標、内容、実施

場所・期間、エネルギー使用量の算出方法、連携省エネルギー措置を実施するために必要

な資金額・調達方法等を記入する必要あり。 

・認定を受けるためには、連携省エネルギー計画が「連携省エネルギー計画の作成のため 

の指針」（以下「作成指針」という）に照らして適切なものでなければならない。作成指

針は、適確な計画の作成のために検討する事項を規定したものであり、認定審査では例え

ば以下の事項が審査される。 
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表 31 連携省エネルギー計画の認定審査項目例 

 

（出典：資源エネルギー庁「連携省エネルギー計画 作成の手引き」） 

 

③ 報告方法 

・定期報告の特定－第 2 表、第 3 表、第 4 表、認定－第 2 表等において報告。 

・すべての事業者が連携省エネルギー計画を申請することができるが、認定を受けた事業者

は従来の特定事業者でなくても定期報告書の提出が必要となる。なお、管理関係事業者又

は連鎖化事業者の加盟者の場合、連携省エネルギー措置による省エネ効果を報告するた

めには、前者は認定管理統括事業者が、後者は特定連鎖化事業者が、それぞれ定期報告書

で報告する必要あり。 

 

④ 評価方法 

・共同省エネルギー事業と異なり、自らのエネルギー消費量から連携省エネルギー量をオフ

セットすることが可能となっている。 

・但し、連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量は、連携省

エネルギー計画の実態に沿っており、各事業者の貢献の実態に即した算出方法であるこ

とが必要。 

 

⑤ 課題 

・導入後間もない制度であるが、課題は主に下記であると考えられる。 

 

－認知度が十分ではない 

 導入されて間もない制度であるため（2019 年度定期報告が初回の報告）、認知度が十分で

はない状態と考えられる。 
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－定期報告の提出 

連携省エネルギー計画の認定を受けた事業者は、従来の特定事業者でなくても定期報告

書の提出が必要となる。連携省エネルギー計画に中小企業とともに取り組む場合には、定

期報告の作成・提出が中小企業にとって作業負荷となり、実施のハードルとなる可能性が

あると考えられる。 

 

4.2.2 評価の枠組みの検討 

(1) 基本的な考え方 

前項までの検討を踏まえて、新たな技術・取組による省エネを省エネ法において評価する

ための枠組みについて検討を行う。 

評価の枠組みについて、具体的には下記の 3 案が考えられる。 

 

（案①）共同省エネ事業において、必要に応じて改正を加えて評価 

（案②）連携省エネ計画制度において、必要に応じて改正を加えて評価 

（案③）新たな評価制度を創設して評価 

 

上記のうち、複数事業者が取り組む省エネ活動を評価する制度として既に 2 つの制度（共

同省エネ事業、連携省エネ計画制度）が存在することから、更に新たな制度を創設する「案

③」は事業者に混乱を招く可能性があることも踏まえると、好ましくないと考えられる。 

また、案①、②のいずれとするかについては、当該取り組みへの国による評価に対する事

業者の意向に因るものと考えられる。 

下記にて、案①、②それぞれについて整理・記載する。 

 

(2) 「案①：共同省エネ事業における評価」について 

前述の通り、共同省エネ事業においては、「自らの省エネルギー努力を十分に行っている

事業者が、複数事業者と連携し、更なる省エネルギーを実施すべく共同省エネルギー事業を

行っている場合、エネルギー消費原単位が年平均１％以上低減できていなかったとしても、

報告する年度においてエネルギー消費原単位を年平均１％低減する際に必要となるエネル

ギー削減量見合いの共同省エネルギー量を積極的に報告する場合は、国として、そのような

状況を勘案・評価し、運用することとする」こととなっている。また、省エネルギー量を報

告する場合には中立的な第三者の認証を受ける必要がある。 

従って、単に共同省エネ事業を実施したことの報告のみならず、省エネ量の定量化が行わ

れた上で定期報告に添付して提出されるケースがあると考えられるが、一方で、事業者が当

該取り組み全体の省エネ量を定量化し、第三者の認証を受けたとしても、関係者間の配分方

法・考え方については、現状ではルールが定められていないことから、必ずしも当該取り組

みの各関係者の貢献分が適切に配分され、報告されてくるとは限らない。 
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省エネ量の定量化に際しての関係者間の配分方法について明確なルールが必要である場

合には、後述の連携省エネ計画制度における定量化・配分方法を参照するよう、事業者に周

知することも一案であると考えられる。 

 前述の通り、2017 年度に共同省エネ事業の報告件数が増加しており、制度の認知度が向

上している可能性があることから、さらなる制度活用の推進に向けては、例えば新たな技術

を活用した省エネ取組に関する方法論を策定し、ホームページに掲載することで事業者に

取組実施の検討を促す方法が考えられる（輸送事業者の共同配送については方法論が策定

され、ホームページに掲載されている）。 

 しかし、上記を進めるに際しても、引き続き、「事業者が共同省エネ事業の報告を行った

場合の国としての評価・勘案方法が明確に定義されていない」という課題への対応が必要と

なる。そして、評価・勘案方法を定めた後、必要に応じてさらなる制度改正の要否について

議論していくことになると考えられる。 

 

(3) 「案②：連携省エネ計画制度における評価」について 

連携省エネルギー計画制度において、関係者間で配分した省エネ量を判断基準における

努力目標「原単位▲1％」の算出において直接的に考慮する場合（原単位算出時に分子のエ

ネルギー使用量から直接省エネ量を差し引く）、努力目標の達成・未達成に影響を与えるこ

とから、事業者間の配分方法には厳格性が求められる。 

現行の連携省エネ計画制度において、一部のプロジェクト（熱源集約等）については複数

事業者間での省エネ量の按分方法が審議会資料等で例示されている。しかし、その他の取り

組みについては情報が少ないことから、配分方法の基本的な考え方・ルールを整備する必要

があると考えられる。なお、その際には既存のガイドライン等（GHG Protocol、経産省削

減貢献ガイドライン等）との整合性にも留意する必要がある。 

 

① 既存ガイドライン等 

(ア) 世界環境経済人協議会（WBCSD）、世界資源研究所（WRI）「GHG プロトコル」 

企業の事業活動による温室効果ガス（GHG）排出量の算定方法を定めたガイドラインで

あり、企業による GHG 排出量の算定・報告に関する考え方・方法を規定している。 

具体的には、温室効果ガス排出量の算定及び報告を行うにあたっての原則、組織境界（他

者に経営支配が及ぶか、重大な影響を持つか、等）や活動境界（直接排出、間接排出、等）

の設定の考え方、算定方法について定めている。 

他方で、複数事業者間の排出量（削減量）の分配方法等を詳細に定めているものではなく、

本事業の検討内容との整合性が問題となる点はないと考えられる。 
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(イ) 経済産業省「温室効果ガス削減貢献定量化ガイドライン」 

企業がバリューチェーンを通じた製品・サービス等による温室効果ガスの削減貢献を見

える化し、低炭素社会実行計画の実績報告や CSR 報告書、製品カタログ等でステークホル

ダーに対して削減貢献量を主張する際に活用することなどを想定して作成されたガイドラ

インである。 

製品・サービス等の削減貢献量を定量化するための基本的なステップは以下の通りに定

められている。 

 

 

図 22 削減貢献量定量化の基本的なステップ 

（出典：経済産業省「温室効果ガス削減貢献定量化ガイドライン」） 

 

本事業で検討している関係事業者間での省エネ量の按分方法に特に関連するステップは、

上図における「定量化の範囲・内容の設定」と考えられるが、記載内容は定量化の範囲をラ

イフサイクル全体とするか、その一部とするか、また、定量化の範囲を明確に定める必要性

や評価対象が最終製品ではなく中間財の場合の考え方などとなっており、複数事業者間で

の配分方法についての言及はない。 

よって、本事業において検討している新たな技術・取組を省エネ法において評価する際に

整合性が問題となる内容はないと考えられる。 

 

② 具体プロジェクトの評価例 

本事業にて検討した技術・取組のうち、複数事業者が連携して取り組むプロジェクトを対

象に、連携省エネ計画申請書への要記入項目を整理し、その結果を踏まえて課題の有無や制

度改正の要否について検討を行った。 
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 基幹バスによる貨客混載配送 

ここでは、本事業において調査・検討したプロジェクトのうち、運送会社 A 社が行って

いる貨物配送の一部をバス会社 B 社が運営する基幹バスによる乗客輸送との貨客混載配送

で代替して省エネを図る取組を取り上げて、輸送事業者として連携省エネ計画に申請する

場合を想定する。評価対象の取り組みの概要は下記の通りとする。 

 

表 32 評価対象の貨客混載配送の概要 

取り組み実施前 

 

配送方法 運送会社 A 社が集配所から個宅まで直接配送 

配送手段 ハイエース 

使用燃料 軽油 

取り組み実施後 

 

配送方法 

・バス会社 B 社が、乗客を乗せた中型バスに貨物を積んで集配所か

らバス停まで配送 

・到着地点のバス停から個宅への配送は、取り組み実施前と同様に運

送会社 A 社がハイエースを利用 

配送手段 中型バス、ハイエース 

使用燃料 軽油 

 

上記を踏まえた申請書への主な記入項目は次表の通りである。 

なお、実施者、共同申請者の概要、実施場所・期間、資金調達の方法については、申請書

における必要情報だが、本項の検討内容と直接関係がないため、省略する。 
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表 33 連携省エネ計画申請書への記入内容 

項目 説明 

連携省エネ措置

の目標 

基幹バスによる貨客混載配送を行う範囲において、現状、運送会社 A

が●●（kl/年）、バス会社 B が●●（kl/年）のエネルギーを使用して

いる。これを運送会社 A が●●（kl/年）、バス会社 B が●●（kl/年）

の使用量として、全体で●●（kl/年）の削減を目標とする。 

なお、同範囲のエネルギー消費原単位は下記の通り●●％程度の改善

が見込まれる。 

・エネルギー使用量と密接に関係する値：●●（単位：●） 

・連携省エネ措置実施前のエネルギー消費原単位：●● 

・連携省エネ措置実施後のエネルギー消費原単位：●● 

・連携省エネ措置による原単位変化：●● 

 

 

図 連携省エネルギー措置に係るエネルギー使用量の範囲図 

連携省エネ措置

の内容 

運送会社 A が行っている貨物配送について、その一部をバス会社 B

が運営する基幹バスによる乗客輸送との混載配送で代替して省エネ

を図る。 

貨客混載によって、運送会社 A の●●が●％向上し、それに伴いエネ

ルギー消費効率が改善する。これにより、省エネルギー措置の目標を

達成する。 
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項目 説明 

連携省エネ措置

に関して使用し

たこととされる

エネルギー使用

量の算出方法 

両社のエネルギー使用量は、積載量（ton）に配送距離（km）を乗じ

た「トンキロ」の値の比によって按分して算出することとする。 

連携省エネ措置

の概念図 

 

 

 上表の内容のうち、「連携省エネ措置の目標」、「連携省エネ措置の内容」、「連携省エネ措

置の概念図」については、取り組みの前提条件を元にすれば事業者が容易に作成・記入可能

であると考えられる。 

一方で、「連携省エネ措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量の算出方法」、

つまり当該取り組みに参加した複数事業者間のエネルギー使用量の算出方法については、

取り組みの種類・内容によっては複数の案が考えられ、事業者が容易に検討・判断できない

可能性がある。 

 上記の例においても、表内に記載した積載量と輸送距離による「トンキロ」の値を使用す

る方法以外に、単に配送距離のみで按分する方法を採用する事業者が出てくることも考え

られる。 

 この点について「連携省エネルギー計画作成の手引き」においては、「連携省エネルギー

計画の実態に沿った算出方法であることが必要（設備投資額、計画実施のための人員拠出、

エネルギー使用量等）」、また「優越的地位の乱用が疑われるような算出の方法は認められな

い」との記述があるが、事例の記載が少なく、算出方法の妥当性の判断が難しい状況である。 
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 よって、事業者が計画の策定や申請書の記入において参考となるよう、エネルギー使用量

の分配方法について、プロジェクトの種類ごとに代表的な算定方法の事例を提供・開示する

ことが、連携省エネルギー計画の普及に向けて有効的な対策の一つではないかと考えられ

る。 

 また、物流関連分野に関しては、荷主や輸送事業者（貨物・旅客）に対して、省エネ法上

の規制がかかることになるが、貨客混載やスマート物流などの物流効率化のための取り組

みを適切に評価することも必要と考えられる。 

 

4.2.3 新たな技術・取組を評価するための制度設計 

共同省エネ事業については、前述の通り、2017 年度に共同省エネ事業の報告件数が増加

するなど、制度の認知度が向上している可能性がある。これを踏まえ、事業者による積極的

な共同省エネ事業の活用に向けては、新たな技術を活用した省エネ取組に関する方法論の

策定、ホームページへの掲載が効果的である可能性がある。しかし、上記を進めるにあたっ

ても、引き続き、事業者が共同省エネ事業の報告を行った場合の国としての評価・勘案方法

が明確に定義されていないという課題への対応が必要となる。そして、評価・勘案方法を定

めた後、必要に応じてさらなる制度改正の要否について議論していくことになると考えら

れる。 

また、連携省エネ計画制度に対象事業の制限はないことから、同じく特に大きな制度改正

は必要ないと考えられる。他方で、制度の認知度向上等、物流効率化の取り組みを評価する

制度のあり方については検討・対応が必要と考えられる。 

 

4.3 参考 新たなシステム・サービス等の海外事例調査 

 今後日本の省エネルギーに貢献しうる新たなシステム・サービス等の普及施策の検討す

る上での参考情報となるよう、新たなシステム・サービス等の諸外国における取組状況（普

及状況、事例）及び法環境整備又は支援状況等について調査を行った。 

 なお調査は、本事業の対象である下記システム・サービス等について実施した。 

 

 貨客混載 

 相乗りタクシー（ライドシェア） 

 ロボット配送 

 時短営業（営業時間規制） 

 スマート物流（電子タグ等の活用、需要予測） 

 

 更に諸外国における新たなシステム・サービス等の政策的位置づけについて、調査を行っ

た。 
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4.3.1 新たなシステム・サービス等の海外事例 

(1) 貨客混載 

① 取組状況 

欧州（特に貨物の輸送密度が極端に低い山岳地域を抱えるスイスや英国、オーストリア、

等）では半世紀ほど前から郵便物と旅客を一緒に輸送するポストバスが運行されており、集

配総ネットワークや拠点間輸送網の維持等に寄与している。 

 

＜事例 1：ポストバス（スイス）＞ 

 スイスのポストバスは、1849 年に馬車として始まり、1906 年から自動車を用いた営業を

開始した。ポストバスの基幹業務は郵便物の配送ではあるが、都心部では専ら旅客輸送に用

いられることが多い。 

 

＜事例 2：ポストバス（英国）＞ 

 英国のポストバスは、郵便集配車が高齢者や障がい者を乗せて集落と地方都市間を輸送

する有料の貨客混載サービスである。 

地方自治体がバス運行に対する補助金額を入札にかける「補助金入札制」により運行事業

者が決定し、郵便事業を行う公営企業も参加が可能である。実際、スコットランドのポスト

バスの多くは、公営企業である Royal Mail Scotland & N.Ireland が運行している。 

 

＜事例 3：ポストバス（オーストリア）＞ 

 オーストリアのポストバスは、110 年前以上に運行を開始し、現在は約 1800 の市町村へ

サービス提供を行っている。スイスのポストバスと同様に、都心部では主に旅客輸送に用い

られているが、郊外部においては貨物の輸送にも多く用いられている。 

 2013 年以降、オーストリアにおける郊外部のバス運行は、英国と同様に補助金入札制に

よって事業者が決定している。入札価格、輸送計画、サービス内容等による総合評価方式が

採用されている。 

 

② 法環境整備や支援状況等 

＜英国＞ 

1985 年運輸法制定以前は、すべてのポストバスはデミニマス方式で運行され、地方自治

体による公的補助を受けていた。しかし、モータリゼーションの進行により、自家用車が普

及したことで域内バス事業、特にポストバスのような不採算路線においては、乗客数減少、

運賃上昇、公的補助の増加等の経営環境悪化が深刻化するようになった。英国政府は域内バ

ス事業における経営環境悪化の要因を「市場の競争原理の欠如」とし、競争を促進するため

に 1985 年に運輸法を制定した。運輸法の主な内容は次の通り。 
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• 道路運送免許制度の廃止（ロンドンを除く） 

• 域内バス事業は原則商業ベースで運行。社会的に必要なバスサービス（ポストバス等）

は、競争入札方式による補助金支出の下で運行 

• 全国バス会社は再編成され、民間部門へ売却されること 

• 旅客輸送公社の事業は会社組織として分割されること。またそれを所有する地方当

局は、直接的に運営をしてはならないこと 

• タクシー免許の量的規制が緩和され、かつタクシー事業者が地域内バスサービスを

供給可能 

• 登録はサービス開始・変更の 42 日以内に行われる必要があるが、条件を満たせば自

動的に認められる 

  

 上記により、地方自治体は「補助金入札制」においてポストバス運行事業者を募集する

こととなった。応札には民間事業者だけではなく公営事業者の参加が認められることと

なったため、Royal Mail は入札に参加し、民間企業と競合する機会を得ることが可能と

なった。結果、規制緩和後に Royal Mail が新規開設した 25 路線については、すべて補

助金入札制にて落札したものとなっている。 

  補助金の入札方法は次の 2 種類が存在する。補助金入札制において採用されているの

は「総合評価方式」となっている。 

 

• 純コスト方式： 

事業者が収入と費用の見込額を算出し、その差額に相当する補助金を応札する方式。

利益を確保するためには、コストの削減だけでなく、収入を増やす努力も必要となる。

この方式は、収入リスクを民間へ移転してバス事業者の経営改善努力を引き出そう

とするものであり、この場合の運賃設定は事業者の裁量に委ねられる。 

• 総合評価方式： 

バスサービスの対価として運行委託量を支払う方式。一般的には、始終発時刻や運行

頻度、運賃、使用車両の最低基準等が契約で規定されている。落札企業の決定に当た

っては、入札額のほか、事業遂行能力や車両や施設の調達に関する提案内容、財政状

況等を総合的に考慮することとされている。 

 

(2) 相乗りタクシー（ライドシェア） 

① 取組状況 

日本では道路運送法上、「旅客自動車運送業」を営むためには国土交通大臣による許可の

取得が必要となり、一般ドライバーの自家用車を用いたライドシェアは認められていない。

また、相乗りタクシーについても前述の通り、現状の法制度では運行不可となっている。一

方、海外（特に米国）においては自家用車を用いたライドシェアのための法環境整備が進ん
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でおり、多くのプラットフォーム事業者がサービス提供を行っている。 

 元々海外では、広義のライドシェアにあたるサービスが提供されており、文化的にもライ

ドシェアが馴染んでいたことが普及の要因の一つと考えられる。例えば米国では、オイルシ

ョックを契機に通勤カープール13の普及が進んでおり、通勤手段に占めるカープールの割合

が 2015 年時点で 9％と、公共交通を抑え自動車（単独利用）に次ぐ規模となっている（図 

23）。 

 

 

図 23 通勤手段の割合（全米、2015 年時点） 

（出典：United States Department of Transportation「Bureau of Transportation 

Statistics」より作成） 

 

 米国のライドシェアは、カープール、バンプール、カジュアルカープール、TNC サービ

スの 4 種類が存在する。内容は次の通り。 

 

 カープールは、一般ドライバーが自家用車に出発地・目的地が同じである者を同乗させる

相乗りである。米国では伝統的に行われてきたライドシェアであり、近年は情報通信技術の

発達により、アプリで好きな場所で好きな時に申し込むことも可能となった。ドライバーは、

無償又はガソリン代等の実費程度の報酬を受け取れるが、利益を得ることはできない。また、

報酬を得ていないため、商用保険への加入は必要とされていない。 

 バンプールは、大型車両であるバンを利用した大人数用（7～15 人程度）による相乗りで

ある。費用は乗客で分担するが、中には企業や行政の補助で費用負担が軽減されているもの

も存在する。 

                                                   

 
13 出発地・目的地が同一の人々による通勤時の自家用車の相乗り 

Carpool, 
9.0%

Transit, 5.2%

Work at home, 4.6%

Walk, 2.8%

Other , 1.2%

Bike, 0.6%

Drive alone, 
76.6%
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 カジュアルプールは、一般ドライバーが自家用車に通勤の途中で指定の乗り場に並ぶ者

を同乗させる相乗りである。ドライバーと乗客はお互いに面識がないことが特徴で、カープ

ールとヒッチハイクを掛け合わせたものである。 

 TNC サービスは、2012 年にカルフォルニア州サンフランシスコで始まり、近年急速に発

展している新たなライドシェアサービスである。事業主体を TNC（Transportation 

Network Company）と定義し、事業主体が運営するプラットフォームにおいて一般ドライ

バーと乗客がマッチングし、一般ドライバーが自家用車を用いて有償の運送サービスを提

供するものである。予約・支払い・評価の一連の流れをすべてアプリ上で行うことができる。

また、料金は、地域や車種ごとに距離・時間・乗車需要によって決められ、乗車前に料金の

把握が可能である。代表的な事業者として Uber や Lyft が挙げられる。 

 

＜事例１：Uber、Lyft（米国）＞ 

 職業ドライバーだけでなく一般ドライバーの自家用車等を用いたライドシェアサービス

（TNC サービス）を提供している。サービスの仕組みは次の通り。 

 

• ドライバー及び利用者は、Uber 等プラットフォーム事業者が運営するプラットフォ

ームにアプリ等を通じて登録する。 

• 利用者はアプリから乗車をリクエストし、ドライバーは乗車のリクエストを受けて

利用者の元へ向かう。 

• 料金は走行距離や乗車需要等によって事前に決定されるため、利用者は乗車する前

に料金を確認することが可能。決済は利用者が事前に登録したクレジットカードか

ら引き落とされる。 

• 乗車後には、ドライバー・利用者はアプリで双方を評価する。 

 

 本サービスは都市部だけでなく、郊外地域においても、主に公共交通を補完する機能とし

て提供されている。 

  

＜事例 2：滴滴出行（中国）＞ 

サービスの仕組みは Uber 等と同様。順風車、快車、タクシー、専門車（ハイヤー）、代

行等を、アプリを通じて呼び出すことが可能（表 34）。1 日あたりの乗車数は約 2500 万件

に達し、2100 万人を超えるドライバーと車両オーナーが登録している。 

 

表 34 滴滴出行における主な配車手法 

主な配車 概要 

順風車 
通常のタクシー配車の他、タクシー相乗りサービスの手配が可能。相

乗りの利用料は通常の配車の 3～5 割程度。 

快車 「速い車」という意味で、個人の自家用車でサービスを提供するも
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主な配車 概要 

の。サービス提供者は勤務時間に縛られず、副業として従事している

人が少なくない。利用料は通常のタクシーの半分程度。 

タクシー 
通常のタクシー配車。手軽にタクシーを呼べるメリットの他、利用料

にキャッシュバックがある。 

専門車（ハイヤー） 
ビジネス用途となる快適タイプ、デラックスタイプといった高級車

の手配サービス。 

代行 宴会などの帰りに利用できる車の運転代行サービス。 

（出典：総務省「平成 30 年版 情報通信白書」より作成） 

 

② 法環境整備や支援状況等 

 諸外国では、米国の一部州やカナダ、英国、中国、オーストラリア等においてライドシェ

アに関する法環境が整備されている14。 

 

＜米国＞ 

 米国の一部州にて、営利型ライドシェア事業者を TNC として法的に位置づけた上で一

定の規律の下で認めている。首都のワシントン D.C.では 2014 年 11 月に「Vehicle-for-

Hire Innovation Act of 2014（D.C. Act 20-489）」を制定し、新たに「Private vehicle-for-

hire」という輸送形態を創設し、ライドシェアを合法化した。 

 

＜カナダ＞ 

 カナダの一部州にて、ライドシェアが認められている。首都のオタワ市では 2016 年 4

月に「Vehicle For Hire By-law（By-law No.2016-272）」を制定し、新たに「Private 

Transportation Company（PTC）」という事業カテゴリーを創設した。 

 

＜欧州＞ 

 欧州では米国の TNC 法のような法制度が整備されている事例は少なく、主にライセン

スを受けたドライバーによるライドシェアサービスが提供されている。ベルギー、ドイ

ツ、フランス、スペインにおいては、過去にタクシーやハイヤーの資格を有していない一

般ドライバーによるライドシェアサービスが提供されていたが、違法とされ現在サービス

の提供は停止されている。 

 イギリスでは一部の都市でライドシェアを認めている。ロンドン市では関係条例である

「Private Hire Vehicles（London）Act 1998,Pricate Hire Vehicles（London PHV 

Licenses）Regulations 2004」等を改正し法環境整備を行った。プライベートハイヤーの

                                                   

 
14 新経済連盟「諸外国におけるライドシェアの法環境整備状況について」2016 年 12 月

16 日 
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ドライバーに対し高度な技能試験や地理的知識は求めておらず、タクシーとは異なるもの

としている。ただし、条例改正によりプライベートハイヤーの免許取得要件に、業務遂行

に十分な英語能力が追加された。 

 

＜中国＞ 

 中国では「オンライン予約タクシー経営サービス管理暫定法」が公布され、プラットフォ

ーム事業者、ドライバー、車両それぞれで営業許可を取得すれば、ライドシェアサービスの

提供が可能となる。 

 

＜オーストラリア＞ 

 オーストラリアの一部州にてライドシェアを認められている。首都のキャンベラでは

「2015 Taxi Industry Innovation Reforms」の一環で関連規制が改正され、ライドシェア

が合法化された。 

 

(3) ロボット配送 

① 取組状況 

日本においては、人手不足解消や配送の効率化を目的としロボット配送が検討されてい

る。一方、海外（特に米国）においては、利便性の低いサービス（時間指定不可）や配送料

の高騰等によるユーザーエクスペリエンスの悪化といったビジネス上の課題解決のために

検討が進められている。 

米国の一部州・市ではロボットの公道走行を許可する規制緩和が実施されており（表 35）、

一部のスタートアップ企業は自律走行型ロボットによる配送サービスを開始している。ま

た規制緩和が実施されていない国・地域においても、規制緩和を見据えたロボットの公道走

行の実証実験が行われつつある。 
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表 35 諸外国の自律型走行型ロボットに関する法環境整備の状況 

 

（出典：アクセンチュア「平成 30 年度新規分野の国際ルールインテリジェンスに関す

る調査（自律走行ロボットの活用に向けた国際標準化戦略に係る調査）」） 

 

＜事例 1：Starship Technologies（米国、英国、エストニア）＞ 

 米国に拠点を置く配送ロボットの開発会社 Starship Technologies は、規制緩和の動きを

受け、3 カ国（米国、英国、エストニア）で自社の配送ロボット Starship を活用した一般

消費者向け配送サービスを開始した。サービスは、利用者が専用アプリに登録することで発

行される自宅近辺の Starship 配送拠点の住所を、利用する EC サイトの発送先に登録する

ことで、荷物が Starship 配送拠点に届き、そこに届いた荷物を指定された時間にロボット

が届けてくれるもの。月額料金を支払えば無制限に利用することが可能。 

英国のミルトン・キーンズで 2018 年 11 月よりサービスを開始。およそ半年間で 5 万回

以上、走行距離にして約 32 万キロ以上の配送が行われた。 

 

＜事例 2：Amazon（米国）＞ 

 Amazon は自律走行型ロボット Scout による配送の試行運行を Amazon 本社のあるワシ

ントン州シアトル近郊にて 2019 年 1 月より実施した。 

Scout は歩道走行が可能なロボットであり、試験運行時は歩道の交通量が最も少ない月

曜日から金曜日の日中に限定し、従業員の同伴の下で配送を行った。 

当該試験運行を経て、2019 年 8 月よりカルフォルニア州アーバイン地区にて本格運行

が開始されている。試験運行時と同様に、配送は月曜日から金曜日の日中で、当面は従業
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員の同伴の下で配送を実施する。また配送対象は、Amazon プライムメンバー向けの一部

の貨物のみに限定されている。 

 

＜事例 3：Australia Post（オーストラリア）＞ 

 公営の郵便事業会社である Australia Post は 2017 年 10 月に自律走行型ロボットによる

夜間再配達の実証実験を行った。実証期間中（4 週間）で、100 件の夜間配送を実施し、総

走行距離は 140km となった。Australia Post は、ロボットによる夜間配送は利用者からも

好評であり、利用者の 4 人に 1 人は「夜間配送に追加料金を支払ってもよい」と回答した

とし、コスト効率の課題はあるものの、5 年以内に商用稼働が可能と発表している。 

 

② 法環境整備や支援状況等 

＜米国＞ 

米国では 12 の州・市において自律走行型ロボットを「PDD（Personal Delivery Device）」

と位置づけ、自律走行型ロボットの公道走行（歩道・交差点）を認める法律が整備されてい

る（表 36）。 

 

表 36 諸外国の自律型走行型ロボットに関する法環境整備の状況（再掲・米国の状況は

赤枠部） 

 

（出典：アクセンチュア「平成 30 年度新規分野の国際ルールインテリジェンスに関す

る調査（自律走行ロボットの活用に向けた国際標準化戦略に係る調査）」） 

 

 PDD に関する法規制はいずれの州・市においても、ロボット本体に対する規制とオペレ
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ータに対する規制から構成されており、多くの州・市の間で規制内容は共通している（表 

37）。 

 

表 37 PDD に関する規制内容 

 

 

（出典：アクセンチュア「平成 30 年度新規分野の国際ルールインテリジェンスに関す

る調査（自律走行ロボットの活用に向けた国際標準化戦略に係る調査）」） 
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＜欧州＞ 

 エストニアでは自律走行型ロボットを「Self-driving Delivery Robot」と位置づけ、公道

走行（歩道・交差点）を認める法律が整備されている。その他欧州諸国においては、自律走

行型ロボットの明確な位置づけや法環境整備が行われていないが、ドイツやフランスでは、

交通渋滞や幅員が狭い道が多くロボット配送のニーズが高い地域における公道実証が行わ

れているところ。また英国などの一部欧州諸国では、既存制度内で自律走行型ロボットの公

道走行を要因しているケースも存在する（表 38）。 

 

表 38 諸外国の自律型走行型ロボットに関する法環境整備の状況（再掲・欧州等の状況

は赤枠部） 

 

（出典：アクセンチュア「平成 30 年度新規分野の国際ルールインテリジェンスに関す

る調査（自律走行ロボットの活用に向けた国際標準化戦略に係る調査）」） 

 

(4) 時短営業（営業時間規制） 

① 取組状況 

24 時間営業を実施しているコンビニ等の小売店はアジアに集中しており、韓国ではコン

ビニ運営本部がオーナーに対し、24 時間営業を強制することを禁止する法律が設けられて

いる。一方、欧米では宗教的・文化的背景により、営業時間規制を実施している国・地域が

多数存在しており、24 時間営業の小売店は少ない。ただし近年では、ライフスタイルの多

様化への対応や観光客への対応といった経済振興等を理由に規制緩和がなされ、深夜営業

や日曜営業が認められつつある。 
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＜事例 1：TESCO（英国）＞ 

 英国の小売事業者である TESCO はオンラインショッピングの普及による店舗の売り上

げ低下を理由に、2016 年 1 月に英国内の 76 店舗で 24 時間営業を廃止した15。更に同年 9

月に 30 店舗の 24 時間営業廃止が実施された。店舗廃止を行う一方で、商品陳列等を夜間

の営業停止時間に実施することで、従業員の雇用に対する影響を最小限にする等の対策を

実施している。 

 

② 法環境整備や支援状況等 

＜韓国＞ 

 韓国では 2012 年 1 月の「流通産業発展法改正」により、自治体の長が強制的に大手小売

事業者の営業時間を 24 時～翌 8 時までの範囲で制限、また毎月 1～2 日の義務休業日を指

定できるようになった。更に、2013 年に改正された「加盟事業の公正化に関する法律（加

盟事業法）」にて、コンビニの 24 時間営業を強制することを禁止する内容が規定された。加

盟事業法により、コンビニの運営本部は、深夜営業により営業損失が生じる状況及びオーナ

ーが病気等でコンビニ運営が困難な状況であるコンビニ店舗対し、24 時間営業の強制がで

きなくなった。 

  

 韓国 加盟事業法 第 12 条の 3 

第 12 条の 3（不当な営業時間拘束の禁止） 

加盟本部は、正常な取引慣行に照らして不当に加盟店事業者の営業時間を拘束する行

為（以下、「不当な営業時間拘束」という。）をしてはならない。 

（略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する加盟本部の行為は、不当な営業時間拘束とみなす。 

 一 加盟店事業者の店舗が位置する商圏の特性等の事由により、大統領令で定める深

夜営業時間帯の売上がその営業に要する費用に比して低調であり、大統領令で定め

る一定の期間に営業損失が生じるのに伴って加盟店事業者が営業時間の短縮を求め

るのに、これを許さない行為 

 二 加盟店事業者が、疾病の発病及び治療等やむを得ない事由により、必要最上限の

範囲内において営業時間の短縮を求めるのに、これを許さない行為 

（出典：韓国「加盟事業取引の公正化に関する法律（法律第 16176 号）」について翻

訳） 

 

                                                   

 
15 英国は「日曜営業法」により、大型店舗の日曜日の 24 時間営業は禁止されているた

め、TESCO は月曜日から土曜日で 24 時間営業を実施していた。 
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＜ドイツ＞ 

 ドイツでは小売業勤務の労働者保護及び小売店間での公正な競争の確保を目的に、「閉

店法（2003 年改正時）」により小売業の営業時間が月～土曜日の 6～20 時に規制されてい

た。2007 年 1 月以降、閉店法の権限が連邦政府から各州政府に移行した結果、営業時間

について規制緩和がなされ、月～土曜日の 24 時間営業や年数回の日曜営業が認められる

こととなった。しかし、規制緩和による日曜営業をめぐってベルリン特別州において違憲

訴訟が提起され、2009 年 12 月に待降節期間中の 4 回連続の日曜営業は違憲と判断され

た。これをきっかけに、ベルリン特別州は 2010 年 10 月に規制強化した改正閉店法を施行

し、日曜営業を年間最大 8 日間認める規律のみを残し、待降節期間中の日曜営業は隔週で

あれば開店を認めているとした。 

 

＜フランス＞ 

 フランスでは 21～翌 6 時までの就労は原則夜間就労と見なされ、夜間に営業を行うため

には、企業側が夜間の経済活動の必要性と社会的有益性を明らかにし、夜間の就労に関す

る労働契約を締結するなど、様々な条件を満たす必要がある。 

 

＜英国＞ 

 「日曜営業法」により、大型店舗（280m2 以上）の日曜営業は、復活祭の日曜を除き、

10～18 時までの最大 6 時間のみ認められている。 

 

(5) スマート物流（電子タグ等の活用、需要予測） 

【電子タグ等の活用】 

① 取組状況 

一般的に電子タグ等を活用したスマート物流については、日本よりも海外の方が進んで

いると言われている。理由は 2 点考えられる。 

 1 点目は「国民性」である。日本の労働者は非常に真面目で、正確性 100％を前提として

作業を行っている。そのため、電子タグ等導入による「正確性の向上」がメリットとして認

識され辛く、費用対効果が小さいと判断される傾向にある。一方海外ではオペレーションミ

スが多発しているため、電子タグによる「正確性の向上」のメリットが大きく、導入が進み

やすい。ただし日本においては近年、働き手の高齢化や人手不足が深刻化しつつある。この

課題に対応するため、外国人労働者の受け入れが進んでいる。外国人労働者は年々増加傾向

にあり（図 24）、特に製造業は外国人労働者数の約 30％を受け入れている（図 25）。今後

も外国人労働者の増加は続くものと予想され、中長期的に見れば電子タグの費用対効果は

大きくなると考えられる。 
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図 24 在留資格別外国人労働者数の推移 

（出典：厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】（令和元年 10 月末現在）」） 

 

 

図 25 産業別外国人労働者数 

（出典：厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】（令和元年 10 月末現在）」） 

 

 2 点目は「日本の流通構造の複雑さ」である。電子タグはサプライチェーンの上流（メー

カー）で貼り付けることで大きなメリットが得られる。しかしながら、日本の企業において

は内部が縦割り式になっていることが多く、電子タグの導入が進みづらい（物流部門やマー

ケティング部門は電子タグによるメリットが得られるため賛成だが、製造部門は貼り付け
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作業や導入コストが発生するため反対、等）。一方海外ではメーカーよりも大手小売事業者

の市場支配力が強く、小売事業者から電子タグの導入を指示されると、メーカーは断ること

ができない状況となっている。また、海外では SPA 形態をとる小売事業者も多く、商品製

造の段階で電子タグを導入することが可能となっている。 

 

＜事例１：ウォルマート社（米国）＞ 

 米国に本部を置く小売事業者のウォルマート社は 2003 年に、同社の上位 100 社の納入事

業者に対し、2005 年より商品への電子タグ貼付（個々の商品への貼付ではなく、商品を格

納するパレットが対象）の義務付け、2006 年末には全納入事業者へ拡大することを発表し

た。その後方針が変更され、2008 年から倉庫型店舗16を対象に電子タグが適用されること

となった。倉庫型店舗は、販売単位が梱包単位となっており大きいため、個々の商品への貼

付が可能となることが期待されていた。しかし 2008 年に発生したリーマンショックによる

不況により、全商品への貼付は困難と判断され、次の方針に変更となった。 

 

 色・サイズ等の種類が多く、在庫管理が困難な商品に限定する。 

 単価が高く、電子タグのコスト負担が小さい商品に限定する。 

 納品業者に対し義務ではなく協力を求める姿勢に変更する。 

 レジへの適用は困難なため当面見送る。 

 

 上記方針により、2010 年から男性用ジーンズと下着に限定して電子タグが適用されてい

る。 

 

② 法環境整備や支援状況等 

＜米国＞ 

 電子タグの普及が他の諸外国と比べ進んでいる米国では、各省庁自身が電子タグの導入

を行い、普及推進に努めている。 

例えば、国防総省は 2004 年 8 月に RFID の導入方針を示した”Final RFID Policy”を発

表し、2005 年には調達規則”Defense Federal Acquisition Regulation Supplement(DFARS)”

を定め、同省の調達物品への電子タグ貼付を義務付けた。 

また国土安全保障省は海上貨物追跡タグシステム（Marine Asset Tag Tracking System、

以下「MATTS」という。）について、日本～米国間の海上コンテナ貨物の輸送への適応実験

を行った17。MATTS を用いることで、サプライチェーン上の多数のポイントから、無線 LAN、

                                                   

 
16 商品を梱包状態のまま売り場に陳列し、梱包単位で消費者へ販売する形態の小売店舗 
17 国土交通省 2008 年 8 月 1 日報道発表資料「サプライチェーンにおける海上貨物追跡タ

グシステム（MATTS）の実証実験の実施について」 
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携帯通信網、衛星無線網などの複数の通信プロトコルを用いてコンテナの状況や位置をリ

アルタイムで把握することが可能。MTTS による日本国内の工場から米国内の工場まで輸

送、サプライチェーン上での貨物ロケーションを追跡することでサプライチェーンマネジ

メントとしての有効性の確認を行った。 

 更に RFID の導入は州政府単位でも推進されつつある。 

 カルフォルニア州は 2009 年より医薬品の偽造防止を目的とし、すべての医薬品に対して

RFID の貼付を義務化した。これにより、製造業者、配送業者、薬局、病院のすべてで電子

追跡が可能となる。 

 

＜韓国＞ 

 韓国政府は、電子タグを用いた規制措置を実施している。 

2011 年には電子タグを用いた食品廃棄物の従量課金制度の施行実施。本制度は、1）電子

タグによって排出者を確認し排出量に応じて課金をする手法、2）排出者が事前に納付券又

はシールを購入し、収集容器に貼付する手法、3）排出者が廃棄物専用ごみ袋を購入し、そ

の袋を使って排出する手法のいずれかで行われる。開始当初は韓国国内の 8 都市が参加し

た。本制度により、食品廃棄物は平均で 25％削減された（対象期間：2012 年 1 月～5 月）。

特に金泉市では、廃棄物量を 40％削減することに成功し、廃棄物処理料金が 3 分の 1 とな

った。この結果を受け、2014 年時点で 145 都市中 92 都市において本制度が導入された。 

 

【AI 等を用いた需要予測】 

① 取組状況 

日本では 2019 年 6 月に「AI 戦略 2019～人・産業・地域・政府全てに AI～」という AI

に関する国家戦略を発表した。 

諸外国においても欧州を中心に AI 国家戦略の策定が進んでいる。欧州委員会は EU 加盟

国に対し、2019 年半ばまでに AI 戦略を策定し、AI への投資レベルと施策の概略を示すこ

と、及び戦略を加盟国間や欧州委員会へ共有することを推奨している。EU 加盟国で AI 戦

略を策定しているのは、2019 年 10 月時点で 9 カ国となっており、その他加盟国について

も戦略策手に着手を始めている（表 39）。各国の AI 戦略の中には、需要予測（主に交通・

移動に関する需要予測）への活用を推進する内容が含まれている。 

また、アジアではシンガポールが AI 国家戦略内で、貨物輸送に関する需要予測に AI を

活用する方針を示した。 

このように諸外国において交通・移動や物流分野への AI 活用を進める一方で、日本国内

の小売業や飲食業において近年導入が進みつつある製品の売上に関する需要予測について

言及しているものは今のところ見受けられない。 
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表 39 EU 加盟国の AI 戦略策定状況（2019 年 10 月時点） 

策定状況 該当国 

戦略策定済み 
フランス、フィンランド、スウェーデン、英国、ドイツ、デン

マーク、リトアニア、チェコ、オランダ 

デジタル化戦略内で

AI 関連の行動を策定

済み 

ルクセンブルグ、アイルランド 

戦略策定に着手 
オーストリア、イタリア、ポーランド、ポルトガル、スロベニ

ア、スロバキア、スペイン、ベルギー、エストニア、ラトビア 

戦略策定に未着手 
ルーマニア、キプロス、マルタ、ギリシャ、ブルガリア、クロ

アチア、ハンガリー 

（出典：欧州委員会ウェブページより作成） 

 

＜事例 1:レッドドアーズ（シンガポール）＞ 

 東南アジアを中心として事業展開を行う格安ホテル運営会社レッドドアーズは、AI によ

る宿泊の需要予測を活用し、時期や場所に応じて料金を変動させ稼働率の向上を実施して

いる。 

 

② 法環境整備や支援状況 

＜シンガポール＞ 

 シンガポール政府は 2019 年 11 月に AI に関する国家戦略を発表した（表 40）。 

 当該戦略では重点分野として「貨物輸送」、「自治体サービス」、「健康」、「教育」、「通関業

務」の 5 分野を掲げており、「貨物輸送」については貨物輸送予測に AI を用いる計画が含

まれている。貨物の需要予測に関しては、2022 年までに実用可能なデータの共有システム

を構築し、2025 年には海上貨物、2030 年には航空・陸上貨物の需要予測に AI を活用する

目標が立てられている。シンガポール政府は貨物の需要予測に AI を適応することで、各事

業者の輸送計画支援に繋がることを期待している。 

 

表 40 シンガポールの AI 国家戦略における重点分野 

分野 
目標 

2022 年 2025 年 2030 年 

貨物輸送 
物流分野向けのデータ

共有システムを構築 

海運貨物の輸送計画の

策定支援と効率化に活

用 

航空・陸上貨物の

輸送計画の策定支

援に活用 

自治体サービス 

自治体の課題を報告で

きるチャットボットを

提供 

公共住宅の保守を予防

的に行うセンサーシス

テムの設置 

住環境の改善計画

策定に活用 
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分野 
目標 

2022 年 2025 年 2030 年 

健康 
糖尿病性網膜症の全国

的な検査での活用 

3H18関連の循環器疾患

に対するリスク評価の

実施 

3H 患者向けの新た

な AI モデルを産業

界と連携し開発 

教育 

小中学校の英語の授業

における自動採点シス

テムの導入 

小学校及び中学校低学

年の数学の授業におけ

る適用学習システムの

導入 

他強化における自

動採点システムと

適応学習システム

の導入 

通関業務 
リスクアセスメントへ

の活用 

旅客に対する出入国審

査の自動化 
 

（出典：シンガポール政府「NATIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE STATEGY」よ

り作成） 

 

＜オランダ＞ 

 オランダ政府は 2019 年 10 月に AI に関する国家戦略を発表した（表 41）。 

 当該戦略では重点分野として「AI の経済的・社会的機会の活用」、「人権保護、セキュリ

ティ等の基盤強化」、「R＆D への投資」の 3 分野を掲げている。「AI の経済的・社会的機会

の活用」の中で「移動・交通」部門への AI 活用により、温室効果ガスや大気汚染物質の排

出削減が可能と評価されている。具体例としては、旅客需要や交通需要の予測を、AI を用

いて行うことで最適な輸送システムの設計と管理が挙げられている。 

 

表 41 オランダの AI 国家戦略における重点分野 

分野 概要 

AI の経済的・社会的機会の

活用 

AI は社会的・経済的な機会を提供し得る。そこで、まず政

府として解決すべき社会的課題への AI 活用を検討する。 

例えば、ヘルスケアにおける予防、スマート農業、交通渋滞

の予測のための AI 活用を遠投する。 

人権保護、セキュリティ等

の基盤強化 

国民の基本的権利の保護と適切な倫理的・法的枠組みを検

討し、人々の AI に対する信頼の維持を行う。 

R&D への投資等を支援・促

進するための条件整理 

AI 開発の促進のため、AI に関連する研究や開発、マーケテ

ィング、普及活動を支援・促進する条件の整理及び達成に向

けた施策を検討する。 

（出典：オランダ政府「Strategic Action Plan for Artificial Intelligence」より作成） 

 

4.3.2 諸外国における新たなシステム・サービス等の政策的位置づけについて 

 新たなシステム・サービス等のエネルギー戦略における位置づけについて、「長期低炭素

ビジョン小委員会」における報告資料を基に整理した。 

                                                   

 
18 糖尿病、高血圧、高脂血症 
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 報告資料ではドイツ、フランス、英国、米国の低炭素長期戦略における 2050 年の目指す

べき姿を「エネルギー」、「産業」、「運輸」、「家庭・業務」、「農林水産業」の 5 部門で整理し

ている。 

本事業の対象となる新たなシステム・サービス等に関する記載があったのはこのうち「運

輸」のみであった。主にカーシェアリングやライドシェアリング、モーダルシフト等の新た

な輸送システム・サービスの利用促進が目指すべき姿として記載されている（表 42）。 

 

表 42 主要国の長期戦略における 2050 年の運輸部門の姿（下線部は新たなシステム・サ

ービス等に関連箇所） 

国 2050 年の主な絵姿 

ドイツ 

• 2050 年までに交通システムをほぼ脱炭素化 

• 電動モビリティの技術力強化 

• 計画的で統合的な投資開発により移動距離を短縮、カーシェアリングなど

の新たなサービスが環境配慮に貢献 

フランス 

• 燃費改善 

• 電動自動車、バイオ燃料、天然ガス自動車、バイオガスの普及支援 

• 都市計画やテレワーク等の交通需要抑制、積載・乗車効率向上、モーダル

シフト 

英国 

• ほぼすべての乗用車・小型トラックがゼロエミッション（2040 年までに従

来型ガソリン・ディーゼル車の新車販売終了） 

• 大型貨物車からの排出の大幅な削減 

• 短距離移動における徒歩・自転車の促進 

カナダ 

• 乗用車の電気自動車化 

• 貨物輸送では燃費改善や、バイオ燃料、天然ガス自動車の普及 

• モーダルシフトにより大幅な低炭素化を実現 

米国 

• 電化が困難な航空、船舶、長距離トラック等の燃費改善 

• 電気自動車、燃料電池自動車、バイオ燃料等の拡大 

• 大量輸送機関、ライドシェアリング等による走行距離の縮小 

日本 

• 乗用車ではモーター駆動の自動車が主流 

• 貨物についても、距離の短縮化、物流情報化等による効率的な低炭素物流 

• 徒歩・自転車の活用や効率的な輸送手段の組み合わせ、公共交通の整備等 

（出典：長期低炭素ビジョン小委員会（第 20 回）資料 1「各国の長期戦略の概要について」

より作成） 

 

実際ドイツにおいては 2014 年 12 月に策定した「National Action Plan on Energy 

Efficiency」にて、運輸部門のエネルギー効率改善を促すために、カーシェアリングやモー

ダルシフトを促すためのインセンティブを付与する方針を示している。例えば、複合輸送事

業者に対し、複合輸送の用に供するトラックの「車両税」を免税している。 

またフランスでは、運輸部門のエネルギー効率改善のために、モーダルシフト促進のため

に鉄道貨物輸送のインフラ整備に投資を行う等の支援を行っている。また設備投資だけで

なく、荷主事業者へのインセンティブとして、鉄道輸送を扱う複合輸送事業者に対しトラッ
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ク輸送との運賃差を補助金で補填している。更に省エネ証書制度の第 2期（2011～2014年）

以降は、輸送部門の省エネ証書発行対象としてカーシェアリングサービスを設定し、普及促

進を行っている。 

 

 フランスの省エネ証書制度について 

・制度概要 

 フランスの省エネ証書制度は、下記を実施することで獲得可能な省エネ証書を用い

て、各エネルギー供給事業者（国内消費者への販売エネルギー量が一定量超過する事業

者）に設けられた省エネ義務量に充てることを可能とする制度である。 

 

 自身の施設、事業活動における省エネ対策の実施 

 高エネルギー高効率機器・サービスへの投資に向けた需要家に対する動機付け 

 エネルギー貧困者の削減や消費者への省エネ教育のためのプログラムに対する資

金支援の提供 

 省エネ証書市場からの購入 

  

・証書発行の対象サービス 

証書発行の対象サービスは、すべての最終エネルギー消費部門（家庭、業務、公共、

産業、農業、輸送）それぞれに設定されており、輸送部門の対象サービスにカーシェア

リングサービスが該当する。 

 

・カーシェアリングサービスの省エネ量の評価方法 

 カーシェアリングサービスの省エネ量の評価方法は図 26 の通り。カーシェアリング

サービスのサブスクリプション契約 1 件あたりの年間 kWh cumac19に年間の契約件数

を乗じて算出する。 

 

 

図 26 カーシェアリングの省エネ証書発行量の算定式 

（出典：フランス政府「TRA-SE-112 Service d’autopartage en boucle」より作成） 

 

                                                   

 
19 法制度において定められた独自のエネルギー消費量の単位（”cumulative and 

actualized”の略）。 

カーシェアリングサービス
契約1件あたりの
年間kWh cumac

6,000（固定値）
×

カーシェアリングサービス
の年間契約件数

N
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 更にカナダでは、より排出汚染の少ない移動手段を住民に利用してもらうよう地方自治

体に対し金銭的支援をすることによって、都市通勤者の移動による排出削減を目的とした

「eco MOBILITY プログラム」を実施している。このプログラムにより、徒歩、自転車、

公共交通機関、カープール等の移動手段を増やすことで、温室効果ガスや汚染物質の排出削

減が可能となり、かつ交通渋滞や個人の健康といった他の課題の解決になることが期待さ

れている。 

 

 また、4 カ国すべての長期戦略において、脱炭素化社会の実現のためにはイノベーション

が不可欠であり、それを後押しするような施策が必要である旨が記されている。更に、研究

開発といった技術的なイノベーションだけではなく、社会的・経済的なイノベーションも含

めて取組を行うことが必要とされており、本事業の対象である新たなシステム・サービス等

も促進施策の対象となる可能性がある（表 43）。 

 

表 43 主要国の長期戦略におけるイノベーションに関する記載例（下線部は新たなシス

テム・サービス等に関連箇所） 

国 イノベーションに関する記載例 

ドイツ 

• 温室効果ガスニュートラルなドイツへの変換を成功させるためには、技術

的、社会的及び経済的なイノベーションを目指した、一貫した効率的政策

が決め手となる。 

フランス 

• エネルギー移行の目標達成につながるイノベーションの創出とその後の

大規模な普及のためには、R&D とイノベーションに関する幅広い取組

（※）が必要。 

※ 主要課題として、社会的側面（行動様式の変化、変化の容認性など）、技

術的側面（再生可能エネルギーの供給網への統合、ガス・熱・電力各供

給網間の相互作用、エネルギー効率の向上、低コスト低炭素テクノロジ

ーの性能向上におけるブレークスルーなど）が例示されている。 

英国 
• イノベーションを通じて初めて、新たな技術が開発され、クリーン技術の

コストの低下が実現される。 

カナダ 

• イノベーションは非常に重要である。クリーンエネルギーオプションの短

期間での加速度的な導入や、革新的技術の開発により、長期的な移行はよ

り容易になる。 

米国 

• 既存技術の漸進的進歩や新たな選択肢となる抜本的な進歩といったクリ

ーンエネルギーイノベーションがあれば、費用削減と低炭素エネルギーへ

の転換を早期化させ、世界にも貢献する。 

（出典：長期低炭素ビジョン小委員会（第 20 回）資料 1「各国の長期戦略の概要について」

より作成） 

 

 


