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モビリティサービス市場に関する国内外の動向を調査。

背景及び目的

• 省エネルギーの一層の加速が不可欠である中、運輸部門につい
ては、特にエネルギー消費の大部分を占める自動車分野におけ
る新たな対応が必要で ある。また、都市を中心に世界の人口が

増加する中、自動車の更なる普及拡大が想定され、交通事故の
削減、渋滞の緩和や環境負荷の低減等がより必要となる。今後、
既存の取組だけでは抜本的な解決が困難と予想されるため、 新

たな取組である自動走行への期待は高く、関連する市場の拡大
も見込まれる。

• 自動走行は、我が国にとって、成長が期待される分野であり競争
力を確保することが重要であるが、我が国自動車メーカーは、欧
米自動車メーカーと ともに世界をリードする一方で、例えば、部
品やサービス等については、欧 米勢の取組が極めて活発である

など、決して楽観できない状況である。また、従来の自動車技術
以上に、業界内、業界間や産学の協調、更にはユーザーの理解
向上が求められることから、我が国がこの分野で世界をリードす
るためには、関係者による戦略的な取組が必要である。

• このような中、経済産業省製造産業局と国土交通省自動車局は、
２０１５ 年２月に「自動走行ビジネス検討会」を設置し、我が国が
自動走行において競争力を確保し、世界の交通事故の削減をは
じめとする社会課題の解決に積極的に貢献するため、現状の課
題を分析し、必要な取組を検討することを目 的に、産学官オール
ジャパンで検討が必要な取組を検討し、２０１７年３月 に「自動走
行の実現に向けた取組方針」を策定した。

• 自動運転については、移動サービス用途での実現・商用化がま
ずは想定されるところであるが、既にこれを見据えたいくつかのモ
ビリティサービス・ ビジネスモデルが台頭しつつある状況にある。
こうした自動走行が活用され うる様々なモビリティサービスの最
新の動向を調査・整理し、自動走行の実装に向けた社会像の具
体化に向けた取組にこれを組み込んでいくことが必 要であり、本

事業においては、様々なモビリティサービスの海外における最新
動向や国内における最新動向・事業性等を調査することを目的と
する。

• 具体的には下記のタスクを遂行する。
Task1-1：モビリティサービスの海外事業動向等の調査
Task1-2：モビリティサービスに関する各国規制動向等の調査
Task2：モビリティサービスについての国内動向・事業性等調査

目的背景
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都市交通レベルの評価結果から、現在の交通社会はグローバル共通で非効率性を内
包しており、IoTによる生産性向上の余地が大きいと考えられる。

出所：Statista（元出所はグローバルデザイン・経営コンサルティングファームArcadis）, Arthur D. Little

交通社会の生産性比較 Arcadis’s Sustainable Cities Mobility Index

都市交通レベルの国際比較

都市交通レベルの評価結果

 都市交通の理想的な状態を100%として、トップランクに位置づ
けられる都市でも都市交通レベルは70%以下に留まる

 日本の都市は、東京：13位、

代表的な評価指標

利用者
視点

公共交通の利用率

安全性

バス・鉄道へのアクセス

通勤での自転車・徒歩の利用

交通アプリ・デジタル化の進展度

環境
視点

交通からのCO2排出量

CO2排出量に対する対策の進展度

交通渋滞・遅延

自転車インフラの整備度

EV利用へのインセンティブ

事業
視点

公共交通の稼働率

交通への公的財源

公共交通の値ごろ感

通勤時間

交通オペレータの収益性

自家用車

タクシー

バス

鉄道
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ウィーンでは、電車・バス・レンタカーなどの複数交通モードを取纏め、経路比較から
予約・決済までを単一プラットフォームで実現するサービスの構想・実証が行われた。

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：Vienna SMILE Project(1/4)

Vienna SMILE Project –幅広い交通モードの経路比較・予約・決済連携の実証

プロジェクト概要

 電車・バス・レンタカー・レンタサイクル・カーシェア・自家用
車・自転車・徒歩など、幅広い交通モードを取り纏めたプラッ
トフォームを構築

 経路比較から予約・決済までを単一プラットフォームで行う
サービス実現を目指す

実証実験とその成果

 2014年に行政が中心となり、関連企業を幅広く巻き込みな
がら、1,000名のパイロットユーザーを交えた実証実験を実
施

 実証成果を受け、ウィーン市交通局（Wiener Linien）が中
心となりアプリ開発・公開へ

出所：Arthur D. Little          *SMILE : Smart Mobility Info and Ticketing System Leading the Way for Effective E-Mobility Service

1
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行政主導でのSMILE Projectというマルチモーダルサービスの実証実験を通じて、
ユーザーアンケートから公共交通の利用を増やす効果が得られることが確認された。

出所：New Urban Mobility Vienna

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：Vienna SMILE Project(2/4)

サービスイメージ基礎情報

都市 Vienna

人口 [人] 1,867,582 (2017/01時点)

人口密度 [人/km2] 4,502 (2017/01時点)

主な公共交通 地下鉄、トラム、バス

実
施
エ
リ
ア

サービス名称 smile

実施主体 Wiener Stadtwerke

実施時期 2014～2015年

パイロット
ユーザー数

1,000名以上

主な結果

 アンケート調査（パイロット
ユーザーの17%が回答）の
結果、48%が公共交通の利
用が増加し、21%が自家用
車の利用が減少したと回答

 実証実験中にsmileを通じて、
4,200ユーロ以上がタクシー
や公共交通に支払われた

実
証
実
験
の
概
要

1
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SMILE Projectの実証成功を受け、ウィーン市交通局（Wiener Stadtwerke）は、
WienMobilとしてアプリを本格展開するに至った。

出所：WiemMobil

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：Vienna SMILE Project(3/4)

Vienna SMILE Project – アプリ展開

1
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フィンランドでは、複数交通モードの経路比較・予約・決済を単一プラットフォームで実
現するサービスのパイロットやサービス提供が複数実施されている。

出所：MaaS Global, Sito, ほか各種公開情報

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：Whim by MaaS Global

1
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MaaS開発では、国家レベルでオープンなエコシステムの構築を目指し、そのための
規制緩和・規制整備やMaaSオペレータの公募などを推進してきた。

出所：Tekes

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：Whim by MaaS Global

 運輸交通省（LVM）は、ICT活用・デジタル化
による新産業の創出を重視

‒ 背景には、フィンランドにおいてICT・デジタル化
が経済成長に大きく貢献してきたことがある

‒ 運輸交通省は、運輸部門と通信部門を所管

 MaaS開発では、ユーザー指向のICT活用・デ
ジタル化に向けたオープンなエコシステムの
構築を目指し、そのための取組みを推進

① スタートアップが投資家を見つけやすいよう、
MaaSを国家アジェンダとして提唱し、そのコンセ
プトに関心を集められるよう推進

② 交通サービス事業者に公共交通チケットの転売
を認めるような、MaaSの発展に向けた規制緩和
や規制整備を提起

 技術庁（Tekes）もLVMと連携し、オープンなエ
コシステムを構築できるよう、MaaSオペレー
タを公募して支援

FinlandにおけるMaaSモデル

1
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フィンランドの代表的なMaaSであるWhimは、MaaS Globalによって2016年からサー
ビス開始されており、今後も他都市での展開が予定されている。

Note: 1) Transdev, Veho, Tekes, etc.

2) Transdev, Veho, Karsan, Denso, Swiftcom, Toyota Financial Services, Aioi Nissay Dowa, etc.

出所：MaaS Global, Business Insider (Jul. 2, 2017), 日経XTREND（2018年6月）を基にADL作成

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：Whim by MaaS Global

MaaSオペレータ組織の設立 Whimのサービス開始 展開地域の拡大

 2015年にMaaSオペレータ組織で
あるMaaS Globalが設立

– 2015 年から、ITS Finland CEOの
Sampo Hietanen氏の主導のもと、
23の組織が提携してMaaSオペ
レータ設立を推進

– 2015年にMaaS Finland（2016年に
MaaS Globalに改称）が設立され、
CEOにSampo Hietanen氏が就任

– 2016年のシードラウンドの資金調
達でTekesなど1から€2.2 mnの出
資を受け、2017年のセカンドラウ

ンドではフィンランド内外の企業2

から€14.2 mnを調達

 2016年からHelsinkiにおいて
Whimのサービスを開始

– あらゆる交通モードを利用可能な
世界初の交通サービスとして、
Helsinkiでのパイロットを経て、同
都市でサービス提供を開始

 2017年から英国のWest Midlands

においてWhimのサービスを開
始

– 組織発足当初からグローバル展
開を見据えており、英国West

Midlandsの地方交通局やバス事

業者等との提携によって、同都市
でサービス提供を開始

 今後も賛同する都市を対象に展
開する予定

– ベルギー（Antwerp）、オランダ
（Amsterdam）、オーストリアでサー
ビス開始の準備

– シンガポール、カナダ、米国、欧州
の都市と調整

– “我々は、賛同する都市などから
手を挙げてもらわない限り、動か
ないスタンス”

（Sampo Hietanen氏, MaaS Global

CEO）

MaaS GlobalによるWhimの展開

1
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Whimでは、鉄道・バス・車・自転車等の複数交通モードの経路検索・予約・決済を同
一アプリケーション上から行うことができる。

出所：MaaS Global

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：Whim by MaaS Global

Whim – アプリ（1/2）

1
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Whimの料金体系として、従量課金方式、定額課金方式、両方式の組み合わせ、の3

つの選択肢が用意されている。

出所：MaaS Global

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：Whim by MaaS Global

Whim – 料金体系

1
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MaaS Globalの収益源は、MaaSオペレータ事業における利用者収入からの収益で
あり、事業化に向けて展開地域毎に複数の交通事業者と提携関係を構築している。

出所：MaaS Global

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：Whim by MaaS Global

収益構造

事業の
必要条件

提携関係

 MaaS Globalの事業は、WhimアプリによるMaaSオペレータ事業

 Whimアプリは利用者に無料で提供し、Whimを通じた利用者収入から交通事業者との契約
に基づいてその一部を収得

 サービス展開が見込まれる都市に対して財政サポートは不要だと言及しており、国や地方自
治体等からの補助金は受けていないと推察される

 MaaSオペレータ事業に必要な条件として、次の2つを対外的に提示

① 利用者への交通サービスの提供のための複数種類の交通事業者との契約

 少なくとも、公共交通（都市内・都市間）、タクシー関連、自動車関連（レンタカー・カーシェア）の3種
類の事業者との契約が必要

② 交通サービス情報やバックグラウンドシステムに関するAPIのサードパーティへの開示

 事業化のため、展開地域毎に複数の交通事業者との提携関係を構築

– 提携関係の構築に向けて、交通政策目標の達成や新手法による交通マネジメント等のメ
リットを訴求

– また、MaaS Globalウェブサイト上でAPI開示が必要な項目を提示

1
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MaaS Globalは、API開示には下記の8項目が必要であるとウェブサイト上で提示し
ている。

出所：MaaS Global

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：Whim by MaaS Global

MaaS GlobalによるAPI開示項目の対外的な提示

1
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Daimler傘下のmoovelは、複数交通モードが利用可能なアプリケーション・プラット
フォームとして、主に3種類のプロダクトを展開している。

Note: 1) シュトゥットガルト公共交通機関：Stuttgarter Straßenbahnen AG 2) シュトゥットガルト交通局：Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart

3) ハンブルク交通局：Hamburger Verkehrsverbund

出所：moovel

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：moovel

moovel app
（B2C）

moovel 

on-demand
（B2B）

moovel 

transit
（B2B）

• 交通サービス利用者向けアプリケーション

• 同一アプリケーション上で、複数交通モードの経路
検索・予約・決済が可能

• 利用可能な交通機関は、カーシェア（car2go）、タク
シー配車（mytaxi）、鉄道（Deutsche Bahn）、公共交
通（SSB1/VVS2, HVV3）

• 交通事業者向けソフトウェアプラットフォーム

• オンデマンド交通サービスの配車や決済等のため
のバックエンドのプラットフォームを構築

• moovel transitのアプリ等との組み合わせも可能

• 交通事業者向けアプリケーション

• 複数交通モードの経路検索・予約・決済が可能なホ
ワイトラベルのアプリケーションで、顧客のコーポ
レートデザインに統合可能

• ドイツ内全都市

（但し、公共交通の
利用はStuttgart, 

Hamburgのみ）

• シュトゥットガルト公
共交通機関（SBB）

• カールスルーエ交通
公社（KVV）

• シュトゥットガルト公
共交通機関（SBB）

• アシャッフェンブルク
公的機関（STWAB）

など

プロダクト名 サービス内容 展開先

1
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moovel transitは欧州において、カールスルーエ・シュトゥットガルト・アシャッフェンブ
ルクの公共交通事業者に導入されている。

出所：moovel

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：moovel

欧州におけるmoovel transitの導入事例

KVV.mobil
（カールスルーエ交通公社（KVV））

STWAB Ticket
（アシャッフェンブルク公的機関（STWAB））

SSB BestPreis
（シュトゥットガルト公共交通機関（SBB））

• 同一アプリケーション上で、Karlsruhe内

のバス・トラム・自転車・カーシェアの経
路検索・予約・決済が可能

• 決済には、KVVのアカウントが必要

• 同一アプリケーション上で、バス・トラ
ム・鉄道の経路検索・予約が可能

• 利用実績が一定期間蓄積され、期間経
過後にその実績に応じて最も安くなる
料金で決済が行われる

• 同一アプリケーション上で、
Aschaffenburg内のバスの経路検索・予
約・決済が可能

• STWABの公共交通システムをデジタル
化により便利にするための1ステップと
いう位置づけ

1
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米国において公共交通機関の予約・決済システムとして導入が進んでいるが、他の交
通モードとの利用可能性については限定的と見られる。

出所：moovel

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：moovel

米国におけるmoovel transitの導入事例

1
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Daimlerは将来的に有望な自動運転×シェアリングの足掛かりとしてMaaSを位置づ
け、外部資源を積極的に活用してエコシステムの形成を進めている。

出所：Daimler Financial Services Full-Year Disclosure (Feb. 2018)

マルチモーダルサービス（MaaS）
事例：moovel

マルチモーダルプラットフォームへの取組み背景 外部資源活用によるMaaSのエコシステム形成

• Daimlerは、将来的に最も有望なセグメントである自動運転×

シェアリングへの足掛かりとして、既存交通モードのシェアリング
サービスに取り組んでいる

• 代表的なサービスは、カーシェアのCAR2GO （ユーザー数300万
人）、タクシー配車サービスのmytaxi（登録ドライバー数12万人）、
moovel（ユーザー数370万人）。moovelはCAR2GOやmytaxiの顧
客基盤を活用してサービスを展開

• 2010年以降から関連サービスへの投資やM&Aによる外部資源
の活用を通じて、MaaSのエコシステム形成を進めている

‒ カーシェア：
CAR2GO, TURO

‒ 配車サービス：
mytaxi, taxibeat, FLIXBUS, VIA, CLEVER TAXI, chauffeur privé, 

BLACKLANE, Careem

1
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ドイツ鉄道（DB）は、ラストワンマイル交通を扱う新ブランド「ioki」を発表。自動運転や
データ分析を活用したオンデマンド輸送により、鉄道とのシームレスな連携を目指す。

オンデマンド交通
事例：DB ioki

事例概要

 2017年10月にDeutsche Bahn（DB：ドイツ鉄道）が発表した、ラスト
ワンマイル交通を扱う新ブランド

 ITエンジニア、交通専門家、デザイナー、開発者などの約40名の
チームで構成

特徴

 iokiのゴールは、「自動運転やデータ分析を用いて、公共交通と連
携したオンデマンド輸送を実現すること」

 各都市・地域や行政、交通機関におけるモビリティニーズを分析
し、規制承認を得ながらサービス開発を進めていく、としている

出所：ioki website, DB website, Arthur D. Little

ドイツ鉄道（DB） ioki –オンデマンドによるシームレスな接続連携

2
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ダイムラー傘下のmoovelは、シュトゥットガルトの公共交通事業者と提携し、利用者
のニーズに基づいてリアルタイムにルートを設計するオンデマンドサービスを提供。

出所：moovel、SSB Flex、その他各種公開情報を基にADL作成

オンデマンド交通
事例：moovel on-demand

moovel on-demand –マイクロトランジット

事例概要 特徴

 2018年6月からドイツのシュトゥットガルトにおいて、ダイムラー傘
下のmoovelとシュトゥットガルト公共交通機関（SBB）が連携して、
新しい公共交通サービス「SSB Flex」を開始

 このサービスは、交通手段の検索・予約・決済ができるダイムラー
のマルチ・モーダル・プラットフォーム「moovel」上に新たに組み込
まれたもの

 同サービスの形態は、バスとタクシーの中間にあるオンデマンドの
ライドシェアで、「マイクロトランジット」と呼ばれる

 ユーザーがアプリ上で指定した乗車位置と降車位置に基づき、最
寄りの大通りなどの交差点が乗降車の位置として指定されたルー
トがリアルタイムで設計される

2
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Daimlerは米ライドシェアサービス企業Viaと提携し、2018年からアムステルダムでオ
ンデマンド型乗り合いサービスを開始した。

出所：Via、その他各種公開情報を基にADL作成

オンデマンド交通
事例：Daimler/Via ViaVan

ViaVan –オンデマンド型乗り合いサービス

事例概要 特徴

 ViaVanでは、既にニューヨーク・ワシントンD.C.・シカゴの米国3都市
で運営しているViaの実績やノウハウを活かし、欧州での展開に向

けた第一歩として、アムステルダムで初めて本格的にサービスを
提供開始

 出発地から駅までの“ファーストマイル”や最寄駅から目的地まで
の“ラストマイル”を補完する新たな移動手段として期待

 ユーザーがViaVanの専用アプリで乗降車エリアを設定すると、ア

ルゴリズムによって利用可能な車両の座席とリアルタイムで関連
づけ、同じルートで移動できるユーザーとグループ化して配車する
仕組み

 他地域でも、2017年12月にドイツのベルリン市交通局（BVG）と提

携し、公共交通機関とオンデマンド型乗り合いサービスを組み合
わせた新たなモビリティの構築を目指す

2
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バルセロナでは、行政の助成の下、利用者と車両をリアルタイムに関連付けて配車す
るオンデマンド型マイクロバスサービス「Shotl」を展開している。

出所：Shotl、その他各種公開情報を基にADL作成

オンデマンド交通
事例：バルセロナ Shotl

Shotl –オンデマンド型マイクロバスサービス

事例概要 特徴

 スペインのバルセロナでは、産業・エネルギー・観光省の助成のも
と、モバイルテクノロジーとビッグデータ解析を活用したマイクロバ
スサービス「Shotl」が、新たな移動手段として広がりはじめている

 マイカーを抑制し、電車・バスといった公共交通機関の利用を推進
する際の、出発地や目的地と駅・停留所とのアクセス、いわゆる
“ファーストマイル・ラストマイル”の課題解決を目指す

 独自に開発されたアルゴリズムで位置情報を解析し、乗客と利用
可能な車両とをリアルタイムで関連づけ、同じルートで移動できる
乗客をグループ化して配車する仕組み

 利用者は、スマートフォンアプリで目的地を入力すると、5分程度で
マイクロバスが迎えに来てくれる

2
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オンデマンド型マイクロバスサービスを運営する米Bridjは、カンザスシティにおいて地
域交通局やフォードとともに官民連携型の実証プロジェクトを実施。

出所：Bridj、その他各種公開情報を基にADL作成

オンデマンド交通
事例：カンザスシティ Bridj

Bridj –オンデマンド型マイクロバスサービス

事例概要 特徴

 米ボストンで2014年に創設された「Bridj」は、独自の機械学習ア
ルゴリズムを活用してオンデマンド型マイクロバスサービスを運営

 2016年に「Bridj」は、ミズーリ州カンザスシティ地域交通局
（KCATA）、米自動車メーカーのフォード・モーターとともに、官民
連携型マイクロ交通サービスの実証プロジェクト「Ride KC: 

Bridj」に参画。しかし、利用者数が広がらず、1年後にプロジェクト
は終了

 利用者がスマホアプリから出発地と目的地、出発時刻を入力して
予約すると、出発地から徒歩10分圏内の乗車スポットが指定さ
れ、目的地周辺の降車スポットで降りる仕組み

 カンザスシティの実証プロジェクトでは、Bridjがアプリを提供し、

フォードがミニバス「フォード・トランジット」を供給、バスの運転は
KCATAの運転手が担当

2
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中国のライドシェア大手のDiDiが出資する滴滴优点は、決まった乗り場やルートがな
くどこでも乗れるオンデマンドバスサービス「U+Bus」を開始すると公表した。

出所：DiDi, Ligare, その他各種公開情報を基にADL作成

オンデマンド交通
事例：DiDi U+Bus

U+Bus –オンデマンドバスサービス

事例概要 特徴

 2018年6月、中国のライドシェア大手DiDiが出資する滴滴优点は、
Sharable Mobility・On-demand Mobility・Mobility as a Serviceのよう

な将来方向性に向けた取り組みとして、オンデマンドバスサービス
「U+Bus」を開始したと発表

 まずは、深圳市の狭いエリアから運営を開始して、深圳市の全地
区まで運営範囲を拡大し、その後は他都市にも展開する予定。ま
た車両にはすべて電動バスを使用する方針

 利用者はスマホで要求を発信すると現在地が特定され、利用者か
ら一番近い乗り場までの歩行時間がクラウド上で計算され、バス
をその乗り場に走らせる指示が出される仕組み

2
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スマートシティ戦略に取り組むシンガポールの政府機関GovTechは、デマンド型バス
アプリ「Beeline Singapore」を開発し、バス会社と提携してサービス提供している。

出所：Beeline Singapol、readwrite（2016/11/6）を基にADL作成

オンデマンド交通
事例：Beeline Singapore

Beeline Singapore –デマンド型バスアプリ

事例概要 特徴

 シンガポール政府はスマートシティ戦略に注力するためGovTechと
いうエージェンシーを立ち上げ、GovTechは公共交通の効率化を
進めるためデマンド型アプリ「Beeline Singapore」を開発した

 複数のバス会社と提携して、シンガポール全土に及ぶオンデマン
ドバスサービスの提供を進めている

 バスの利用データからのデータマイニングによって、潜在的な需
要が見込まれるルートを探り当て、新ルートとして構築する仕組み

 利用者が新たに設定してほしいルートを提案することもでき、コ
ミュニティによる問題解決を促すためにも役立てられる

2
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インドのスタートアップShuttlは、デリーにおける交通渋滞の緩和を目的として、利用
者が事前にバスを予約できるスマートシャトルバスサービスを提供している。

出所：Shuttl、Quartz（2017/6/13）を基にADL作成

オンデマンド交通
事例：Shuttl

Shuttl – スマートシャトルバスサービス

事例概要 特徴

 インドのスタートアップ企業Shuttlはスマホアプリベースのスマー

トシャトルバスサービスを提供。利用者はアプリ上から最適なルー
トと時間帯のバスを予約できる

 Shuttlは、デリーにおける深刻な交通渋滞の問題を緩和するため、
UberやOlaよりも先行して2015年から通勤を効率化させるため
のバスアプリの提供を開始

 利用者は、都市内のルートの中から最適なルートを選択し、運行
スケジュールの中から都合の良い時間のものを選択して予約す
る。予約後は、アプリ上からバスのリアルタイムの運行状況を確認
できる

 Shuttlは20~40人程度を収容可能なミニバスを雇用して運営してい
る

2
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Google傘下のソーシャルナビ企業Wazeは、米サンフランシスコのベイエリア限定で、
相乗り通勤サービス「Waze Carpool」のパイロットプログラムを開始したと発表。

出所：Waze Website

ライドシェア
事例：Waze 相乗り通勤サービス

3

Waze Carpool
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BlaBlaCarは、走行距離/地域に基づいて自動的に支払金額の範囲が決められる仕
組みで、あくまでも相乗りという経験、移動コスト低減に主眼を置いているようである。

出所：各種二次情報よりADL作成

ライドシェア
事例：BlaBlaCar

・ガソリン代、高速料金、6€/kmでベース料金
「グリーンプライス」が自動的に算出
・ドライバーはその価格を最大150%まで変更/設定が出来、グ

リーンプライスとの価格差によって、オレンジから赤へと価格
表示の色が変化する。

・同乗者は予約確定時にクレジットにより料金を先払いし、
サービス利用後、手数料10~15%を除いた金額がドライバー
に振り込まれる仕組み

料金体系

・商用ドライバーは居らずあくまでも、ドライバーと行く先が同
じユーザを相乗りさせてあげるというサービス
・平均的な走行距離は300kmで、都市間の移動で用いられ
る。その際の平均ユーザ負担価格は20€程度。

特徴

3
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Olaはインドでのシェアを堅持するため、Uberの提供するサービスを相次いで提供を
始めている。

出所：Ola, Arthur D. Little

ライドシェア
事例：Ola

・
・
・

サービス内容 Ola

バイクタクシー

デリバリーサービ
ス

相乗りタクシー
サービス

2016年3月にインド全域で
パイロット導入開始

2015年に日用品、食品デリ
バリーを始めるも、2016年3

月に撤退

2015年10月にタクシー相乗
り(ルート途中で乗客をピッ
クする)サービスをリリース

2016年2月にタイで開始した
サービスを

バンガロールに横展開

2014年にリリース済み

こちらはインド展開の予定
は現状発表無し

2014年にリリース済み

こちらもバンガロールにて展
開

Uber

2016年時で
シェア20%増加

インドにおける各社シェア

 タクシーのキープが可能。
・待ち時間もアプリが計算

 台数も多いため配車待ち時間も短い

3
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欧州では、既存業界の反対を受けたUberのサービスへの規制強化が進み、結果とし
てサービスの普及は限定的。

出所：各種公開情報をもとにADL作成

ライドシェア
背景：欧州における規制状況

欧州におけるUberの規制状況

イギリス

スペイン

フランス

ドイツ

 スペインの判事は2014年12月、Uberのドライバーがサービ

スを行うための正式な許可を受けておらず、許可を受けて
いるタクシーの運転手と不当に競合しているとして、Uberに
同国でのすべての営業を停止を指示

 フランスの国民議会は2014年9月、輸送サービスがGPSシス

テムを使って、近くのハイヤー車両をユーザーに知らせるこ
とを禁止する法案に署名し、事実上、Uberのサービスを提
供できないよう対応

 Uber運転手への暴行事件を契機に最も安価なサービスで
ある「Uber X」を停止になったことも

 ドイツの裁判所は2015年3月、Uberの低価格サービスを全
国で禁止との判決

オランダ
 オランダの控訴裁判所は2014年12月、無資格の運転手を
利用するUber社のサービスは違法との判決

 ロンドン市運輸局（TfL）は2017年9月、安全上の懸念を理由
に、Uberの営業免許更新の申請を拒絶

各国のUber規制の動向

3
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類似サービスの普及

 正規タクシーの配車サービス
 Daimler傘下（2014年9月買収）

利用人数

1,490万人

2018年5月時点

 電気自動車によるライドシェアサービス
 独初の政府承認を獲得。
 スタートアップGHT Mobility社が2014年

から展開。DB（ドイツ鉄道）とも連携。

appダウンロード数

10万件～

 カーシェアリングサービス
 Daimler傘下（2008年開発）

 公共交通、タクシー、カーシェア
などの統合とシームレスな提供

 Daimler傘下（2015年開発）

 カーシェアリングサービス
 DB（ドイツ鉄道）傘下

Uberの利用が禁止されたドイツでは、正規タクシー配車サービスやカーシェアリング
サービスが普及。自動車OEMや鉄道事業者がサービス推進の後押しを担っている。

出所：各種公開情報をもとにADL作成

ライドシェア
事例：独 類似サービスの普及

 フランクフルト裁判所は、2015年3月、
Uberの低価格サービス（Uber Pop）に
対し「旅客輸送法（PBefG）違反」を理由
にドイツ全土で禁止との判決を出した

 目的は、無免許タクシーの運転によるリ
スク防止と、既存のタクシー業界の保護

‒ ベルリン議会は声明の中で「無免
許のドライバーの無免許のタク
シーが乗客を乗せることによる、
公共交通における受け入れがた
いリスクによるもの」と「（既存の）
タクシー業界を守るためでもある」
と付記

Uberの禁止

MyTaxi

Clevershuttle

Uberの直接代替サービス

Uberの直接代替サービス

moovel

Car2Go

Flinkster

利用人数

320万人

利用人数

480万人

3
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類似サービスの普及

 2015年に開始された正規タクシーの
配車サービス

 KaKao社による運営
 2017年にはJapanTaxiと提携し、「全国

タクシー」と「カカオタクシー」の相互利用
が可能になった

利用人数

1,450万人

2017年5月時点

Uberの利用が禁止された韓国でも、正規タクシー配車サービスや代行運転サービス
が普及。

出所：各種公開情報をもとにADL作成

ライドシェア
事例：韓 類似サービスの普及

 韓国では2013年からソウル市内でUber

のサービスが提供開始されたが、2014

年にはソウル市はUberを禁止する方針
を打ち出した

 目的は、無免許タクシーの運転によるリ
スク防止

‒ 「Uberは旅客自動車運輸事業法
に違反している。タクシー営業の
資格を持たない運転手が、自家
用車やレンタカーを使い、運賃を
取って客を乗せるのは違法であ
る。正規タクシーでない場合、交
通事故が起きても乗客の被害は
補償されないという問題がある」
（ソウル市）

Uberの禁止

Uberの直接代替サービス

カカオタクシー

 2016年に開始された代行運転サービス
 KaKao社による運営
 韓国では代行運転の需要が大きく、2016年時点で1日の

利用者数約48万人（推計市場規模は約2700億円）の規
模

Uberの直接代替サービス

カカオドライバー

3
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Amazonは、交通網のない僻地や、ラストワンマイル問題解決のために、無人飛行機
の開発を進めており、試験配達を進めている。

出所：各種二次情報によりADL作成

大手宅配・物流事業者における実証
事例：Amazon

課題

ドローンによる空中配達システムは、交
通網の発達していない僻地や、ラストワ
ンマイル問題が顕在化しているアメリカ
ではAmazon以外でもドローンによる空
中配達システム開発が活発化している

対策

 Amazon Prime Airは、ドローンを使って商品を無人で配送できるサービスで、配送センターから30分以内の
距離に、重さ5ポンド(約2.3kg)以内の商品を配送できます。ドローンは、8枚の回転翼を持つオクトコプターで動力

源は電動モーターです。現在のところ、ドローンの性能上、上記の距離制限・重量制限があるものの、この重量
制限内でも現在Amazonで取り扱う商品の約86％をカバーできる。玄関先への配達を想定している。

 Amazonが米連邦政府に対し、ドローンの試験を自社の拠点に近い場所で開始できるかどうかを打診中。要請が
認められれば、AmazonはFAAによって指定された実験場以外でも自社のドローンの試験が可能になる。ドロー
ンによる配達が合法化するかは未定。ギリスのAmazonでもアメリカと同様にAmazon Prime AirでFlight 

Operations Engineerの募集が開始

5

Amazon – ドローン配送
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DHLも同様、ドローンを活用した荷物配送の実証を実施。

出所：Lawson, Arthur D. Little

大手宅配・物流事業者における実証
事例：DHL

 ドイツDHL Parcelは、自動操縦のドローンを使って荷物を配
送するシステムの試験を、2016年1～3月にドイツのバイエ

ルン州で実施した。従来の方法では時間がかかる遠隔地へ
の配送にドローンを活用できるかどうかを探るためのテスト
だ。

 この配送システムは、「Parcelcopter」というドローンを使って
荷物を運び、ヘリポートと宅配ロッカーが合体したような
「Skyport」という施設で離着陸を行う。Skyportは、ドローンへ
の荷物の積み下ろしを自動で行う機能や、届いた荷物を
ロッカーに自動で格納する機能を備えている。

 DHLによると、3カ月のテスト期間中に、このドローンは荷物
の自動積み下ろしを計130セット実施した。1回の飛行距離
は8キロメートル、飛行高度は海抜1200メートル、飛行速度
は時速70キロメートルで、気象状況の急変や気温の変動に
も対処できた。冬場は車で30分かかる距離だが、ドローンは
離陸から8分以内で荷物を配送した。

5

DHL - Parcelcopter 3.0
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香港発ベンチャーのLalamoveやGoGoVanは、Uberの物流版とも言われる、物流ド
ライバーと荷主のマッチングサービスを提供している。

出所：Ther bridger2017.1.16、Cnet2015/01/14

P2P物流マッチングサービス
事例：Lalamove／GoGoVan

• Lalamoveは、物流版のUberと言われる（香港発ベンチャー）。荷物を配送
したい個人あるいは物流業者と、ドライバーをマッチングすることができる
• ユーザが集荷先、配送先、配送に使う乗り物の種類、「事前予約」または「今
すぐ配送」を選択する。すると配送業者が依頼主のもとにやって来て、依頼
通りに配送してくれる

• 物流業向けにはいくつか相違点がある。企業であれば、一度の依頼で配送
先を20ヶ所までスケジューリングでき、アカウントをカスタマイズして「お気に

入りのドライバー」を指定することもでき、さらに、ワンクリックで最適なルート
を設定して時間を節約することができる

• 同社が持つサービスエリアは、アジアにおける都市内配送としては最大で、
プラットフォームを利用するドライバーの数は50万人を超えるという
• Lalamoveは、日本のメッセージングアプリLINEと提携して行った東南アジア
でのLINE MAN事業において、書類や荷物の配送サービス、日用品や食料
品の買い物サービスをユーザに提供した

• 現在、中国や東南アジアの45都市で事業を行っているアジア100都市以上へ
の展開を目指すという

• 同様のサービスを提供する企業にGoGoVan（香港）が挙げられる
• GoGoVanはlalamoveより半年早い2013年6月に創設され、現在オーストラリ
ア、大中国圏、東南アジア、韓国で事業を展開中。2014年8月のシリーズA資
金調達で650万米ドルを調達。その後、11月に米ニューヨーク証取に上場す
る中国のインターネット会員制交流サイト（SNS）大手の人人網から1000万米
ドルを調達し、これまでに計1650万米ドルを調達したとみられている。ウォー
ル・ストリート・ジャーナル紙は、人人網のGoGoVan出資比率は10％近くにま
でに上がったと報じている。GoGoVanの評価額は1億米ドルを超えるとみら
れる

物流ドライバーシェアリング

6
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ボルボはローミング配送サービスというラストワンマイル向け配送ソリューションの実
証実験を進めている。

出所：Volvoウェブサイト、各種二次情報よりADL作成

物流ラストワンマイルサービス
事例：Volvo Roam Delivery

所在地 • スウェーデン・ヨーテボリ

企業名 • Volvo

名称

サービス
概要

顧客タイプ

収益
モデル

ローミング配送サービス（ボルボ）

• ローミング配送サービスはボルボが実証実験を進めるラストワンマイ
ル向け配送ソリューション

– ユーザーは宅配サービスの利用時、荷物の配送先（集荷場所）と
して自分の車を指定することが可能

– 宅配業者は事前に渡されたデジタルキーで車を開錠して荷物を
配達（集荷）する仕組み

– 宅配業者が車のトランクを空けたことや再びロックしたこと
はスマートフォンやタブレットを通じてユーザーに通知される

• 配送の最終終着点を保有の自動車に設定することでラストワンマイ
ルを省略

• 一般消費者

―

設立年 • 1927年

サービス
開始年 開発中

備考

• ボルボは同サービスをスペイン・バルセロナで行われた携帯通信関
連の見本市「モバイル・ワールド・コングレス」で公開(2014年)

サ
ー
ビ
ス
概
要

企
業
概
要

7
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米国では、小売業界のラストワンマイル向けにCurbside、 Google Express、
Instacart ・Postmatesという3種類のサービスが提供されている。

出所：各種二次情報からADL作成

物流ラストワンマイルサービス
事例：Curbside／Google Express／Instacart・Postmates

Curbside Google Express Instacart ・Postmates

商品をネット上で注文
⇓

店舗が袋詰め
⇓

店頭まで受取に行く

店舗が販売網を所有している場合、自社
でCurbsideと同様のサービスを展開してい

ることが多い。店頭受取では、店員が車の
トランクに荷物を入れてくれるため、車から

降りる必要はない。

2014/10～

商品をネットで注文
⇓

代替者が購入
⇓

代替者が家まで配送
（店舗受取も可能）

注文から1時間以内に配送を行うサービス

を導入している。代替者になるには事前に
登録しておく必要があり、空き時間にお金
を稼ぐことが出来るシステムとなっている。

Instacart：2012～
Postmates：2011～

商品をネット上で注文
⇓

店舗が袋詰め
⇓

Googleが家まで配送

amazonに対抗して即日配送サービスを導
入している。車はGoogle Expressが提供し
ており、ドライバーはGoogle Expressに雇

われる形となる。

2014/10～

7
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コネクテッドカー関連サービスとして、大きく8種類のサービスが存在。

出所：ADL作成

コネクテッドカーサービス（高度アフターサービス）
サービスの分類

デジタルマーケティング スマートコントラクト

テレマティクス保険 テレマティクス車両管理 テレマティクスメンテナンス

ロケーション情報サービス インフォテインメント モビリティサービスプラットフォーム

コネクテッドサービス（高度アフターサービス）の分類

8
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具体的なサービス内容例は下記の通り。

出所：各種二次情報を基にADL作成

コネクテッドカーサービス（高度アフターサービス）
サービスの分類

カテゴリ サービス例 サービス概要
A テレマティクス保険 Pay-as-you-drive 走行距離に応じて金額を算定する保険サービス

Pay-how-you-drive 走行の質/パターンに応じて金額を算定する保険サービス
B テレマティクス車両管理 OTA(Over the Air) update ファームウェアの無線通信を用いたアップデートサービス

eCall 自動車事故発生時の自動緊急通報サービス
bCall ロードサイドアシスタンスサービス
Smart key(Remote key control) 鍵の遠隔からの開閉機能

C テレマティクスメンテナンス SW security alert ファームウェアのセキュリティ関連情報の自動提供
Remote diagnosis センサを用いた車両情報の把握・メンテナンスの推奨
Maintenance promotion 遠隔車両診断を基にした、最適なメンテタイミング/内容の提示、店舗への誘導

D ロケーション情報サービス Car tracking 車両位置の遠隔把握機能
Map information (現在地/目的等の)地図/道路情報の表示・車両現在地情報等との連動
Parking search (現在地/目的地）周辺の空き駐車場情報の提供・(予約サービスとの連動)

(Nearby) Shop search カテゴリー別店舗情報の検索サービス
Route search 目的地までのルート検索・道案内機能
Fleet management 商用車の位置情報・稼働状況把握機能

E インフォテインメント AI speaker/voice agent 割愛
Concierge App/service 店舗・サービスの検索や予約支援サービス
Entertainment(music/movie) 割愛
News 割愛
Communication(Voice/Mail) 割愛

F モビリティサービス
プラットフォーム

Ride hailing タクシー配車や相乗りのためのマッチング等のサービス
Vehicle sharing 車両のシェアリングサービス
On-demand logistics 荷主と配送業者とのマッチング等のサービス

G デジタルマーケティング In-car Ad/coupon broadcasting 興味やロケーションに最適化された、車両上での各種広告・クーポンの配信
On-car advertisement 車体への広告の設置、車両走行状況やインプレッションのデジタル管理
Customer data collection マーケティング活用を目的とした各種データの収集

H スマートコントラクト Credit rating + Vehicle control （新興国低所得者向け）与信/ファイナンスと返済状況に応じた、車両遠隔制御

8
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後付け型コネクティッドサービス市場のポテンシャルを踏まえ、自動車業界内外から、
多種多様なプレイヤが参入している

出所：各種二次情報を基にADL作成

コネクテッドカーサービス（高度アフターサービス）
プレイヤ類型

概
要

プレイヤ類型

プ
レ
イ
ヤ
例

テレコムキャリア

 2015~2016年頃より、
Verticalソリューション

強化に努める欧米
キャリアが積極的に参
入

 NWキャリアとしての

強みを生かすべく、携
帯の料金プランへの
組み込みや、車内
WiFi機能の提供など
を行う

スタートアップ

 主にアプリをコアの提
供価値とするビジネス
モデルを展開

– HW（ドングル）も

セットで提供する
が、HW自体の価
格は30~100USD

程度

 ToB向け事業に注力し
ているプレイヤが多く、
保険会社や運輸会社
とのパートナリングを
強化

（インド）

デバイスメーカ

 元々、本業として通信
モジュールを製造して
いたプレイヤが、アプ
リや、パートナリングを
通じたサービス提供を
HWにバンドルする形
で参入

OEM

 低価格帯向け車種向
けに後付け型のテレマ
ティクスサービスを提
供

Tier1/Supplier

 一部のサプライヤがリ
モート車両診断等の
サービスとバンドルす
る形で参入

自動車業界“外” （3rd Party） 自動車業界“内”

8
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多くのサービスにおいて、Embeddedだけでなく、Mobile（スマホ）でのサービス提供
が始まっている

出所：各種二次情報をもとにADL作成

コネクテッドカーサービス（高度アフターサービス）
技術類型

8

技術類型

テレマティクス
保険

テレマティクス
車両管理

ロケーション
情報サービス

インフォテインメント

テレマティクス
メンテナンス

Embedded Device based Mobile based

✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
✔
✔ ✔

✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔

✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔

✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔

Pay as you drive
Pay how you drive
OTAアップデート

eCall
bCall

遠隔車両診断
メンテナンスプロモーション

地図情報サービス
駐車場情報検索
周辺店舗情報検索

車両位置追跡

最適ルート検索

エンタメ（音楽/動画等）・ニュース

コミュニケーション（メール/通話）
ニュースサービス

AIスピーカー／音声エージェント
フリートマネジメント

コンシェルジュアプリ／サービス

セキュリティアラート
スマートキー（リモートキー開閉）

✔

サービスカテゴリ

デジタル
マーケティング

✔広告配信（ロケーション別等）

モビリティサービス
プラットフォーム

タクシー配車・ライドシェア ✔ ✔
ビークルシェア ✔ ✔
オンデマンド物流 ✔ ✔

スマートコントラクト ✔ ✔与信代替＋返済管理＋車両制御
✔ ✔カスタマーデータ収集

✔ ✔車体への広告設置
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Alibabaは、独自モバイルOS「Yun OS」を搭載したConnected Carを上海汽車と共
同開発。同社の電子通貨「Alipay」により、ガソリンスタンド等での決済が利用可能。

出所：各種二次情報を基にADL作成

コネクテッドカーサービス（高度アフターサービス）
事例：Alibaba

対象地
域・国

サービス
名

サービス
種類

取組の

目的・狙
い

協業パー
トナー

事業化
フェーズ

展開場所

中国

非公開

Connected-Car

非公開

中国

実証実験段階

上海汽車(SAIC)

高徳軟(AutoNavi) (2014年買収）

対象企業 OEM サービス
概要

サービス・
課金
モデル

売上
（目標）

将来展開
構想

独自OS「Yun OS」を搭載したConnected Carを上海汽
車（SAIC）と共同開発。（投資額は1億6千万ドル）

ガソリンスタンド等での決済アプリケーションが搭載さ
れており、決済にはAlibabaの電子通貨である「Alipay」
の利用が可能。(中国国内の30,000ヵ所のガソリンスタ
ンドでAlipayが利用可能との事）

非公開

非公開

同社は中国の配車サービス大手DiDiの大株主であり、
UBERと同様の自動運転タクシーやP2Pカーシェアリング

等、同社の決済プラットフォームを基盤にした、多彩な
オートモーティブサービスの展開が可能

8
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GrabはAXAと提携して、“Pay as you Grab”というGrabドライバー向けの低価格な
テレマティクス保険を提供している。

出所：AXA, Grab 

コネクテッドカーサービス（高度アフターサービス）
事例：AXA/Grab

Possible underlying 

needs

• Reducing fixed payment barriers for vehicle insurance for drivers especially for part time drivers (lower premium, more 

drivers on the road)

• Target to incentivizes fixed driving

Grab/AXA “Pay as you Grab” –Telematics Vehicle Insurance

Players

• Largest ride-haling service in 

Southeast Asia

• Global insurance firm

• Introduced AXA Pay As You Drive, where Grab 

drivers pay a flat rate of 70 percent of the base 

premium, and an additional S$0.06 per km driven 

on Grab rides, capping off at 100% of their base 

premium

• Additional mileage only applies when a Grab 

passenger is on-board

• Plans to leverage anonymized driving data such as 

distance, speed, braking and driving patterns, to 

mine insights into driving patterns and develop 

ways to incentivize safe driving habits on the road 

(Pay-how-you-drive scheme)

• Firstly launched as pilot in 

Singapore in 2016, planned to 

roll out to all ASEAN countries

Available In Planning Not Applicable

Devices used

Embedded
On-board 

devices
Smartphone

Country Coverage

Indonesia Malaysia Other ASEAN

8
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 リスクが高く、保険料が高い/保険適用申請率
が高い若年層

 17～25歳の個人における保険適用申
請率が最も高い(Insurance Service 

Malaysia Bhd Report, 2012)

 KATSANA® Fleet Management Systemは様々
な企業がターゲット

 中小

 大手手国籍企業

 政府関連機関

 国営企業

 運輸・物流事業者

Corporate fleet

Katsanaは、個人利用者向けのテレマティクス保険や事業用車向けのフリートマネジメ
ントサービスを提供している。

出所：Katsana

コネクテッドカーサービス（高度アフターサービス）
事例：Katsana (Malaysia)

ターゲット顧客 How the system works

パートナー企業

Device

Functions

欠点

DriveMark™

スマフォアプリ
KATSANA TRACK Box 

(OBD) + DriveMark™ (スマフォアプリ)

運転パターンの把握： e.g. 走行距離、

急加速の頻度、コーナリングや速度の
傾向など
利用者が選択すれば、保険会社に対
する保険料低減申請にデータ活用可能

車両情報のリアルタイム収集：
①Katsana Fleet Management systemで
活用：事業者向け
②Katsanaのbig data analytic 

platform(”Katsana Insight“)で活用：保
険事業者向け

• (スマフォアプリであるため)低精度
• has around 92% precision

• The App may pick up data 

when someone is sitting in an 

Uber or taxi 

• (OBD活用型であるため) may 

encounter connectivity problems

• (〃）OBD起因の故障があった場合、
保険申請適用外になるリスク有

Individual driver

Price Free
N/A – include in fleet management 

package

利用者メリット
• 保険料低減
• (スマフォアプリであるため)導入が容易

• 車両運用コスト/保険リスク削減
• (OBD活用型であるため)高精度

8
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インドネシア/マレーシアでは、Faveなどのロケーション情報ベースのクーポンサービス
(スマフォアプリ）が人気を集めている。

Fave:ロケーション情報ベースのクーポンサービス

コネクテッドカーサービス（高度アフターサービス）
事例：Fave (スマフォアプリ)

出所：Fave

サービス対象

地域

ダウンロード数

名前

 Food

 Beauty

 Relaxation

 Activity

 Entertainment

 Services

 Automotive/Photography/Health/

Home//Education/Dental/Wedding

 Hotel & Villa

 Vacation package

 ASEAN：
Singapore, Indonesia, Malaysia

 百万以上（Google play）

Fave

8
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Value added serviceとして、スポーツイベントと連携し、スポーツ入場券＋交通機関
のチケット販売が行われている

出所：Föli

その他サービス：周辺サービスとの連携
事例：Turku Föli

Föli –スポーツイベントとの連携

9
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米スタートアップのUrban Enginesは、利用者へのインセンティブ提供によって都市交
通の混雑を緩和。シンガポールやサンパウロで実証を行った。

その他サービス：周辺サービスとの連携
事例：Urban Engines

Urban Engines –都市混雑の動的制御

組織概要

 元Googleのエンジニアが創業したスタートアップ。現在は
Googleが買収

 LAN/WANなどのネットワーク最適化技術を転用し、都市交
通機関向けの運行最適化支援サービスを提供。実証事例
にシンガポール政府、サンパウロ市など

特徴

 電車やバスの利用者データ分析してボトルネックを特定し、
利用者に対してポイントのインセンティブを付与することで、
混雑を緩和

 シンガポール政府は、Urban Engineのプラットフォームを使
い、都市交通の「オフピーク利用」促進を目指す

出所：Urban Engines, Arthur D. Little

9
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DBはBeMobilityという創発型コンソーシアムを立ち上げ、様々な企業・団体から提案
を出し合うことで、公共交通に終始しない様々なサービスの構想・実証を生み出した。

出所：BeMobility Website

その他サービス：周辺サービスとの連携
事例：DB BeMobility 創発型コンソーシアムの立ち上げ

再生エネ・マイクログリッドの実証電気自動車カーシェアの導入 パーソナルモビリティの実証

モーダル共通の決済手段の実証 案内・予約アプリの実証

ほか多数

Deutsche Bahn – コンソーシアムBeMobilityの成果（一部）

9
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シンガポールは、高齢化／都市化／都市間競争へ対応すべく、政府が主導となって
都市にセンサを張り巡らせデータ活用基盤を作るSmart Nationプロジェクトを推進。

出所：各種公開情報を基にADL作成

その他サービス：周辺サービスとの連携
事例：Singapore Smart Nation(1/2)

Smart Nationプロジェクト

• 2014年11月から、「Smart Nation」というビジョンを掲げ、国

土の至るところにセンサーを設置することでさまざまなデータを
集約・活用し、安全で暮らしやすい国をつくる取り組みを推進

• 民間企業と連携して「Smart Nation Platform（SNP）」というデー

タ活用基盤を作り、リアルタイムに街灯、自動車のスピード、人
通り、気象・環境といったさまざまなデータを集約・活用する

• 2017年の予算では、今後4年間で同プロジェクトに24億シンガ
ポールドル（1シンガポールドル=80円換算で、1,900億円）を投
資することを発表

高齢化の進展に伴う、
都市の成長鈍化や福祉費用の高騰

都市人口の過密化に伴う、
生活環境の悪化

世界的都市間競争への対応
を通じた人材・資本の確保

背景にある社会課題 取組プロジェクト

シンガポール – Smart Nation

9
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インドネシアにおいて二輪のライドシェアサービスを提供するGo-Jekは、買い物代行、
清掃代行などの代行サービス全般へと事業領域を拡大している。

出所; Go-Jek

その他サービス：周辺サービスとの連携
事例：Go-Jek

9
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ドライバーネットワークを活用し、商品や書類等の即時配達サービスGo-Sendを展開
。

出所：Go-Jek

その他サービス：周辺サービスとの連携
事例：Go-Send

Go-Send (by Go-Jek)

 Select Go-Send 

feature from the Go-

Jek application

 Enter pickup location 

and delivery 

destination

 Enter item 

information and 

contact details of 

sender and receiver, 

and select payment 

method

 Wait for Go-Jek

system to find a 

driver

 Track the location of 

the item with the 

application

9
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Go-Sendに加えて、Go-Sendよりも大型の商品を配達するサービスGo-Boxをインド
ネシアの12都市で展開している。

出所：Go-Jek

その他サービス：周辺サービスとの連携
事例：Go-Box

Go-Box (by Go-Jek)

 Go-Box is a similar feature as Go-Send, but for 

larger goods delivery

Benefits of using Go-Box

 Go-Box also allows 

users to determine 

what type of vehicle 

for the transport, 

depending on 

dimension and 

weight of the goods

9
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マルチモーダルの市場規模は現時点では僅少。今後の拡大可能性は各都市の取り
組み動向次第。

出所：ADL推計（資料はSFMCON “The journey to critical mass for MaaS – Takeaways from the Intelligent Transport conference 2017 in London” (2017/11/9)より引用

マルチモーダルサービス市場（金額ベース）1

マルチモーダルサービス市場規模

現在は実証段階の黎明期であり、
市場規模は僅少

（例：Whimの収益推計）
ヘルシンキの人口約60万人

×月額定額サービス利用率3%×月額 €499×12ヶ月
×MaaS Global社のサービスフィー比率5-15%

＝約14億円/年（€10 m/年）

各都市で前向きに導入が進めば、
ポテンシャルは数兆円規模

（例：MaaS Globalの見据える将来のポテンシャル）

×うちMaaS Global社のサービスフィー比率5-15%
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コネクティッドカーサービス市場を構成するサービスのカテゴリ・項目に関する定義は
下記の通り。

出所： ADL作成

コネクティッドカーサービス市場 サービス項目の定義

サービスカテゴリ サービス項目 サービス内容の定義 代表的なサービス提供企業
A テレマティクス保
険

テレマティクス自動車保険 テレマティクス技術を活用した自動車保険サービスを対象とし、保険金支
払の種類は走行距離連動型（Payd）と運転行動連動型（Phyd）の両方を
含める

Octo Telematics, Progressive, 

GMAC Insurance

B テレマティクス車
両管理

Over-the-Air ソフトウェア
アップデート

ハードウェアセキュリティ(セキュアSoC)を実装したことで遠隔によるアップ
デートが可能となるソフトウェアアップデートサービスを対象とする

Arynga, Red Bend Software, 

Security Innovation

緊急通報（eCall/911Assist） 運転中の事故や車両トラブル、急病等の緊急時に、救援機関に通報を行
い、正確な位置情報等を提供するシステムを対象とする

ON Semiconductor, Qualcomm, 

NXP Semiconductors

C テレマティクスメ
ンテナンス

リモート故障診断/OBD 自動車メーカー主導で展開するテレマティクスサービスとしての故障診断、
とりわけリモート操作機能およびモニタリング機能を有するものを対象と
する

Oracle/Octo Telematics, 

Convisint, WirelessCar/Volvo IT

D ロケーション情報
サービス

ナビゲーション地図 テレマティクスとして利用できる地図情報を対象とし、自動運転で期待さ
れている3D 高度化(モデリング)は含めない

Here, Google, TomTom

フリートテレマティクス バス・トラック他の商用車を対象としたテレマティクスで、主に運行管理機
能を担う装置およびサービスを対象とする

Fleetmatics, TomTom, 

Masternaut

E インフォテインメ
ント

音声インターフェース テレマティクス分野に利用されている音声認識エンジンを対象とする Nuance Communications, 

Microsoft, アドバンスト・メディア
Apps 車載機（ナビ、IVIシステム）において、ユーザーにとって必要なデジタルコ

ンテンツ(アプリ・映画・音楽・書籍)配信サービスをダウンロードすることで
ソフトウェアを起動/操作することができるネットワークツールを対象とする

Apple, Google, Xevo

F モビリティサービ
ス
プラットフォーム

ライドシェア/配車サービス タクシーに代わりスマートフォンのアプリを活用する相乗りサービスと言
われる「ライドシェアサービス」を対象とする

Didi Chuxing, Hailo (2017年~ 

MyTaxiに統一), BlaBlaCar

カーシェアリング 会員登録を行った利用者の中で、特定の自動車を共同で利用するサー
ビスを対象とする

Car2go, Socar, Gleen Car

G デジタルマーケ
ティング

交通情報ビッグデータ 車両が走行する全ての道路の交通情報を生成するプローブ情報や
ディーラー顧客管理のほか商用車における運行管理等を用途としたデー
タ提供サービスを対象とする

IBM, INRIX, Oracle

8
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新規移動サービスやマルチモーダルサービスはプラスマイナス両方（ゼロサム）の影
響を、一方コネクテッドカーサービスや物流サービスはプラスサムの影響をもたらす。

* 実際には、地域によってどのような交通シフトが生じるかが大きく異なることが想定される
（既存のモビリティ分担率、モビリティの主な利用目的、車の社会的価値等が影響）

モビリティサービスによってもたらされる付加価値構造の変化
変化のあり方とプレイヤへの影響

新規移動サービスの
出現による変化*

マルチモーダルサービス
の導入による変化*

コネクテッドカーサービス
によって実現する変化

物流革命による効果

シェアリングサービス（カーシェア・ライドシ
ェア）が、公共交通や自家用車などの既
存モードの需要を代替し成長

マルチモーダルサービスが、自家用車か
ら公共交通へのシフトを加速

コネクテッドカーサービスによって車両付
加価値が向上（アップセル獲得）
新たな収益源の可能性も（フリートマネ
ジメントサービス等）

既存物流・小売事業者内を中心に物流革

命が進行し、オペレーションの効率化・
最適化を推進

ゼロ
サム的

ゼロ
サム的

プラス
サム的
（＋売上効果）

プラス
サム的

（－コスト効果）

変化のあり方

変化内容

詳細

変化1

変化2

変化4

変化3

（典型的な）プレイヤへの影響

－

＋

－

＋

± ± ＋ ± ± ＋

OEM Tier1/2 レンタカー タクシー
バス・
鉄道

カー
シェア

ライド
シェア

MaaS

オペレータ

＋

＋

小売
・物流

－ － － － ± ＋

± ± ± － ± ＋

カ
ー
シ
ェ
ア

ラ
イ
ド
シ
ェ
ア

凡例 ＋：プラスの影響 ＋：マイナスの影響 ±：地域や事例により異なる（影響不明）
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AmazonやDHLの配送センターでは、物流ロボットや協働ロボットの導入によって、人
件費等の費用削減に成功している。

出所：DHL, Amazon, Shawn Milne of Janney Capital Markets, Quartz

モビリティサービスによってもたらされる付加価値構造の変化
物流革命による効果（例）4

物流ロボットの導入効果

 DHLは、コラボレーションロボットの導入によって、ある工場の直接人件費の25%を削減で
きたと発表

 Amazonの物流センターでは、Kiva Systemの物流ロボット各地の倉庫内に配置。数百億
円規模のコスト削減が進行中と推計されている。

‒ Shawn Milne of Janney Capital Marketsの推計によると、配送センターのコストを20％削
減することができ、Amazon全体だと4億5,000万ドル（約540億円）から9億ドル（約
1,060億円）の人件費が削減できると見積もられる

‒ Quartzの推計によると、 1倉庫あたり2,200万ドル（約26億円）のコスト削減が成功した
と推計。世界中の110の倉庫で同様のコスト削減が実現できれば、全体で2億5000万ド
ル（約300億円）のコスト削減が可能と見積もられる
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オンデマンド交通は、全般的には多くの利用者を見込みにくく収益化が困難であるが、
移動用途を限定した事業展開によって収益化成功の可能性があると推察される。

出所：各種公開情報を基にADL作成

オンデマンド交通の収益性

収益化困難な事例 収益化可能な事例

 ヘルシンキで行われた小型オンデマンド
バス「Kutsuplus」の実証実験では、収益
化の見込みが立たずにサービスは2015

年末に終了

 サービス規模が100台を超えるところで収

益化が可能と見込んでおり、運営主体の
ヘルシンキ交通局は、実証実験時の15台
から、2016年に45台、2017年に100台以上
まで拡大するよう計画

 実際には15台のサービス規模の時点から

多くの空席が目立っており、サービス規模
拡大に必要な数百万ユーロの初期投資
の理解が得られず、サービスを終了

 サンフランシスコを拠点とする通勤者用ラ
イドシェアサービス「Chariot」はサンフラ

ンシスコのベイエリア、ニューヨーク、テキ
サス州オースチン、シアトル、オハイオ州
コロンバスでサービスを展開し、既に収益
化に成功

‒ 「多くの企業は、自社の敷地内で社員
を輸送する手段としてChariotの導入

を検討している。また、社員への福利
厚生として通勤用に導入したいという
引き合いも強い」（Marcy Klevorn氏, 

フォードスマートモビリティ社社長）

 2016年時では、15人乗りのFord Transit

ヴァンのみを使用しており、サンフランシ
スコのベイエリアで28のルートで100台の
ヴァンが運行中

小型オンデマンドバス（Kutsuplus） 通勤者用オンデマンド（Chariot）

 2018年、米国テキサス州アーリントンはラ
イドシェアリングサービス「Via」と提携し、

従来の公共交通サービスの代替となるオ
ンデマンド交通サービスを提供

 同市はViaのサービスをそのまま地域住民
に提供し、乗車1回の運賃はバスとほぼ同
じ水準の3ドルで設定。この収益だけでは
Viaにとっては赤字のため、赤字補填分は
自治体が負担する

‒ 自治体にとっては事業費を3分の1に
抑えられるというメリットがある

 当初はパイロット事業としてダウンタウン
でのみの展開だが、2018年夏までには対
象エリアを拡大する予定。Viaとの契約は
1年ながら、4年間更新できるオプションを

つけており、今後継続してサービス展開す
る可能性もある

公共交通代替オンデマンド（Via）

2
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ライドシェアにおける主要なコストとしては、プラットフォーマーへの手数料や燃料費、
車両の維持管理費が挙げられる。

Note: * Platformer

出所：Credit Suisse 

ライドシェアの収益性 ジャカルタ市場

600,000

307,500

120,000

112,500

60,000

Revenue (Daily) Net incomeCommision to PFer* Fuel cost Car maintenance

ジャカルタ市場におけるライドシェアの収益構造

(IDR)

Assumptions

 Revenue 600,000 IDR = 75,000 IDR (Pay per customer) x  8 hours (working hours) x 15 min / hours (drive hours with customers)

− Considering peak hours surge pricing

 Commission fee: 20% of revenue

 Fuel cost: 15 liters @ 7,500/l

 Revenue sharing assumed to be 40 (drivers) :60 (rent a car company)

− 220,500 IDR = ( 600,000 IDR – 120,000 IDR – 112,500 IDR  ) x 60%

3
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フリーフロート方式でのカーシェア事業においては、駐車場確保の必要性の有無とそ
れに係るコストが事業の収益性を大きく左右する。

カーシェアの収益性 フリーフロート方式

出所：各種公開情報を基にADL作成

4

フリーフロート方式のカーシェアにおける収益性

 トロントではフリーフロート方式のカーシェア事業に対して許可料
の必要性や駐車スポットの制限によって事業性が困難化

‒ トロント市の新しい試験プログラムによって、カーシェアに利用
できる駐車スポットが制限されるほか、カーシェア事業者は、
許可料として車両1台につき1500カナダドル（約12万6000円）
を支払うことが必要になる

‒ car2goはトロントでのサービスを2018年5月末で停止する

トロントでのフリーフロート式カーシェア事業が停止

 ドイツでは、カーシェア向けの駐車場確保にかかるコストが不要
で、car2go等によるフリーフロート方式のカーシェア事業が展開

‒ フリーフロート方式の車両は、年間登録料の支払いや必要時
間分のパーキングチケットの支払いにより、営業エリア内の
一般道路における路上駐車が可能

‒ car2go等の企業は、ドイツの複数都市でフリーフロート式カー
シェアを展開している

ドイツではフリーフロート式カーシェア事業が複数展開
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新たなモビリティサービスは、ユーザー獲得コスト、システム投資コスト、インフラ維持
コスト、人件費等が嵩む傾向にあり、収益化に至ることが難しいケースが多い。

モビリティサービス収益化の状況

カーシェア ライドシェア オンデマンド交通マルチモーダル（MaaS）

移動需要内の最適化や奪い合いを進めるだけでは、
大規模なユーザー獲得コスト、システム投資コストを賄うだけの価値獲得に至りにくい

システム投資コスト システム投資コスト システム投資コスト
システム投資コスト
（バックエンドのシステム）

ユーザー獲得コスト ユーザー獲得コストユーザー獲得コストユーザー獲得コスト

駐車場代

人件費 人件費

規制対応コスト
（ロビイング・訴訟）

主
な
コ
ス
ト
要
因

収
益
化
の
状
況

Whim、Ubigo等の先進事例も
収益化には至っていない

国内カーシェアサービスで
黒字化したケースは限定的

Uber、Lyft等の先進事例
も収益化には至っていない

オンデマンドサービスで
黒字化したケースは限定的
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欧州では、独禁法や課税、個人データ保護規制によりプラットフォーマーの独占を妨
げているほか、事業者との交渉力の不均衡を是正するための規制も導入する見込み。

出所：各種公開情報を基にADL作成

欧州におけるプラットフォーマー規制・競争政策等の動向

独占への対抗 個別の不正取引の防止

 欧州連合（EU）はプラットフォーマー企業による独占に対して、独占禁止法や
課税、個人データ保護規制により対抗

欧州におけるプラットフォーマー規制の動向

 EUが2015年に域内の企業や消費者が恩恵を受けら

れるデジタル市場の育成を目指す「戦略」を発表して
から3年を経て、2018年4月にプラットフォーマーを狙い
撃ちにした規制案を発表

 従来からプラットフォーマーと事業者の交渉力の不均
衡を指摘しており、この規制は（プラットフォーマーと事
業者の）交渉力の不均衡を是正するための措置という
位置づけ

 これまで欧米では、１対１の企業の取引に公権力が介
入しないという私的自治の原則を尊重し、交渉力の不
均衡を独禁法などの法律で積極的に是正することを
避けてきた面があった。この規制は、これまでのEUの
独禁法の穴を埋める役割を有する

– 一方、日本や韓国はあくまでも私的自治の例外とし
て、独禁法のなかに「優越的地位の乱用」規制を設
け、巨大企業と中小・零細企業との間に生まれる不
均衡を是正してきた

– 優越的地位の乱用をより簡素化した「下請法」も日
韓だけに存在する法律

• EUの競争当局は2010年頃に、圧倒的な検索シェアを持つ米グーグ

ルが自社サービスを検索で優遇しているとの疑いで独占禁止法違反
の調査を開始

• 17年には欧州委が「買い物検索で自社サービスを優遇した」などと指
摘し、グーグルに24億２千万ユーロの制裁金を命じたほか、フェイス
ブックにも同年、１億1000万ユーロの制裁金を命じた

• EUの執行機関、欧州委員会は「ＥＵ域内で稼いだ利益の大半の課税
を逃れている」と米ＩＴ企業を名指して、たびたびけん制

• 2016年にはアップルに最大130億ユーロ、17年にはアマゾン・ドット・コ

ムに最大２億５千万ユーロをそれぞれ追徴課税するようＥＵ加盟国に
求めた

• 2018年5月には世界で最も厳しい個人データ保護法制の「一般データ
保護規則（GDPR）」を施行する

• GDPRでは個人データの収集や取り扱いに厳格な管理体制を求める
うえ、違反した企業には、最大で全世界の年間売上高の4%か2000万

ユーロの高いほうの制裁金を命じる仕組み。フェイスブックなど米企
業も対応を迫られ、大きなけん制になるとの見方が多い

独
占
禁
止
法

課
税

個
人
デ
ー
タ

保
護
規
制
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米国では、自国のITプラットフォーマーをさして問題視してこなかったが、ミズーリ州に
よる独占禁止法違反の調査のように規制に向けた動きが生じている。

出所：各種公開情報を基にADL作成

米国におけるプラットフォーマー規制・競争政策等の動向

独禁法監督当局による容認 ミズーリ州での独禁法違反調査の開始

米国はこれまでは、自国で生まれたこの
巨大IT企業をさして問題視してこなかっ
た

– 独禁法の監督当局の1つである米連
邦取引委員会（FTC）が以前、数年か
けて同社の反競争的行為の有無を調
査

– グーグルがサービスの在り方に若干
の変更を加えることに同意すると、
2013年1月にFTCの全5人の委員の賛
成によって調査を打ち切った

米国におけるプラットフォーマー規制の動向

米中西部ミズーリ州のジョシュ・ホーリー司法長官が、同州が定める独
占禁止法と消費者保護法にグーグルが違反していないかどうかの調査
を開始

– 顧客データの収集や利用、開示の仕方に加え、自社サービスが有利
になるように検索結果を表示させていないかどうかなどを調査する

– “グーグルがミズーリの人たちの最善の利益に基づいて活動していな
いと考える強い理由がある。業界の巨人によって消費者情報を危険
にさらすことは容認できない”（ジョシュ・ホーリー司法長官）

複数の州による調査が続けば、連邦政府に対しても調査を実施すべき
だという圧力は高まる可能性がある

– “1998年に連邦政府が米マイクロソフトに対して独禁法違反の訴訟を
起こしたのは、複数の州の動きに押されたからだ”（米弁護士ゲー
リー・リーバック氏）

– 足元では、グーグルの消費者に関するデータ収集法に問題がないか、
グーグルが比較的小さな企業に対して反競争的行為をしていないか、
精査を始める州が増加している
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中国では、プラットフォーマー規制に関連するものとして、個人情報保護規制を施行し
たほか、モバイル決済領域ではプラットフォーマーに対する情報開示を求めている。

出所：各種公開情報を基にADL作成

中国におけるプラットフォーマー規制・競争政策等の動向

中国におけるプラットフォーマー規制の動向

中国では、個人情報保護に関して法制面からの対応が
遅れていると見られてきた。関連する規定が刑法、消費
者関連法、省令などに分散されて複雑だった。しかし、
2017年6月に「インターネット安全法」が施行され、規制
が整理されると共に大幅に規制が強化された

同法は、ネットワーク事業者にセキュリティー体制の構
築や責任者の設置義務を課している。さらに重要情報イ
ンフラ運営者に対しては、中国で集めた個人情報や重
要データの海外持ち出しを原則禁止した。違反すれば
最高50万元（約850万円）の課徴金や、違法所得の没収
が命じられる。これは、EUでのGDPRを先取りした内容
でもある

個人情報保護規制の施行

中国政府は、モバイル決済に関して規制を強化。その
背景の一つに、アリババ・テンセントのプラットフォー
マー2社による情報独占が挙げられている

– モバイル決済の件数は、2017年に年間376億件と前
年比46.1％増となっており、これらの情報をアリババと
テンセントの2社がほぼすべて掌握している

情報独占に対する規制として、2018年6月末からは、す
べての資金決済について、中国人民銀行などの政府当
局が民間と共同で新たに設立する 「網聯（ワンリェン）」
という機関を経由するよう義務づけられる 。これにより、
アリペイやウィーチャットペイ上での割り勘払いからお年
玉の支払いまで、すべての個人間決済が、事実上、政
府に筒抜けになる

情報開示に関する規制
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ドイツでは、運輸連合を競争制限禁止法の適用除外として合法化。公共交通利用増
加という効果がある反面、経営面での非効率性等が副作用として指摘されている。

競争政策の動向 運輸連合の競争政策上の位置づけ

出所：公益財団法人日本都市センター「都市自治体による持続可能なモビリティ政策－まちづくり・公共交通・ICT －」（2018年）、土方まりこ「運輸連合：役割の変遷」、その他公
開資料を基にADL作成

運輸連合と競争政策 運輸連合の効果と副作用

運輸連合の効果や副作用として、以下のような点が指
摘されている

① 効果

– 共通運賃制度をはじめとした様々な面での公共交通
の利便性向上

– その結果として、ドイツでは連合設立に伴って近距離
公共交通の利用者が大幅に増加

② 副作用

– 共通運賃の採用によって各事業者が個別に運賃を収
受するよりも運賃水準が低下するため、欠損に対す
る行政からの補償が必要

– 運輸連合が既存事業者の出資によって設立されるこ
とで新規参入が行われにくく、独占的な運営による事
業者間の競争促進が阻害

– 以上から、運輸連合は高コスト体質を生み、経営面で
の非効率を招きやすくする

運行計画の策定にあたっては、公共交通機関間の競争
を排除するという方針が採られたほか、自家用車に対す
る競争力の確保を重視した低廉な共通運賃の運用など
も実施されたため、ハンブルク運輸連合は、公共交通事
業者による「カルテル」とも評された

但し、このカルテルの試みにより、「一元化された運賃体
系のもと、1枚の乗車券で、互いに有機的に結節された
公共交通機関の利用が可能」という優れた利用者利便
性が具現化された成果として、ハンブルク市の公共交通
機関は輸送実績を回復した

 1973 年以降、都市や地域の公共交通分野における事
業者間の連携は、競争制限禁止法（GWB）の適用除外
として指定された



121© Arthur D. Little Japan

ドイツでは、競争制限禁止法に基づく包括的適用除外として運輸連合が位置づけられ
る一方、日本で適用除外となるには、道路運送法に基づく場合が多い。

競争政策の動向 日独の独占禁止法の比較

出所：公正取引委員会ウェブサイト、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」を基にADL作成

ドイツの独占禁止法 日本の独占禁止法

 日本の独占禁止法は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律（昭和22年4月14日法律第54号）

 運輸連合に関連する同法の主な内容は以下の通り

– 不当な取引制限（カルテル・入札談合）

– 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない（第3

条）。

– 「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名
義をもつてするかを問わず、（中略）公共の利益に反して、一定の
取引分野における競争を実質的に制限することをいう（第2条第6

項）。

– 事業者団体の規制

– 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはな
らない（第8条）。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
など

– 適用除外

– 適用除外に関しては、独占禁止法に基づく適用除外と、個別法に
基づく適用除外の2種類がある

– 運輸関連では後者の適用除外があり、道路運送法に基づく運輸
カルテルとして、平成25年3月時点では3件（いずれも沖縄）存在し
ている

 ドイツの独占禁止法は、競争制限禁止法（1957年7月27日公布、
1958年１月１日施行）であり、同法はその後、1965年, 1973年,

1976年, 1980年, 1989年, 1998年, 2005年, 2007年, 2013年及び
2017年に改正が行われている

 運輸連合に関連する同法の主な内容は以下の通り

– カルテル

– 事業者間の協定，事業者団体の決議及び相互協調的行為は，
競争の阻害，制限，若しくは歪曲を目的とする場合，又はそれを
もたらす場合に禁止される（第1条）。

– 包括的適用除外

– 事業者間の協定，事業者団体の決議及び相互同調的行為で
あっても，消費者に対しその結果として生ずる利益の適切な分配
を行うものであり，また，商品の生産・販売の改良又は技術的若
しくは経済的進歩に寄与し，①関係事業者に対し前記目的の実
現に必要ではない制限を課していない場合，又は②関連する商
品の実質的部分の一部が競争から除外される可能性が生じない
場合は，第１条の規制（カルテルの禁止）の適用から除外される
（第2条第1項）。

– また，企業間で共同事業を行うことにより経済活動を合理化する
ことを目的とした，競争関係にある事業者間の協定及び事業者団
体の決議であって，①その市場における競争が実質的に阻害さ
れることがなく，かつ，②中小企業の競争能力を改善することに
寄与する場合は第２条第１項の要件を満たす（第3条）。
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ドイツでは、運輸連合を競争制限禁止法の適用除外として合法化。公共交通利用増
加という効果がある反面、経営面での非効率性等が副作用として指摘されている。

競争政策の動向 運輸連合の競争政策上の位置づけ

出所：公益財団法人日本都市センター「都市自治体による持続可能なモビリティ政策－まちづくり・公共交通・ICT －」（2018年）、土方まりこ「運輸連合：役割の変遷」、その他公
開資料を基にADL作成

運輸連合と競争政策 運輸連合の効果と副作用

運輸連合の効果や副作用として、以下のような点が指
摘されている

① 効果

– 共通運賃制度をはじめとした様々な面での公共交通
の利便性向上

– その結果として、ドイツでは連合設立に伴って近距離
公共交通の利用者が大幅に増加

② 副作用

– 共通運賃の採用によって各事業者が個別に運賃を収
受するよりも運賃水準が低下するため、欠損に対す
る行政からの補償が必要

– 運輸連合が既存事業者の出資によって設立されるこ
とで新規参入が行われにくく、独占的な運営による事
業者間の競争促進が阻害

– 以上から、運輸連合は高コスト体質を生み、経営面で
の非効率を招きやすくする

運行計画の策定にあたっては、公共交通機関間の競争
を排除するという方針が採られたほか、自家用車に対す
る競争力の確保を重視した低廉な共通運賃の運用など
も実施されたため、ハンブルク運輸連合は、公共交通事
業者による「カルテル」とも評された

但し、このカルテルの試みにより、「一元化された運賃体
系のもと、1枚の乗車券で、互いに有機的に結節された
公共交通機関の利用が可能」という優れた利用者利便
性が具現化された成果として、ハンブルク市の公共交通
機関は輸送実績を回復した

 1973 年以降、都市や地域の公共交通分野における事
業者間の連携は、競争制限禁止法（GWB）の適用除外
として指定された
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日本では、地域交通の活性化に向けて既存の公共交通を再編する取組みが進んで
いるが、たとえ自治体主導でも運輸連合の誕生には慎重な姿勢。

出所：各種公開情報を基にADL作成

競争政策の動向 日本での運輸連合に向けた取組み

民間バス路線など地域公共交通網の再構築を市町村
に促す法律として、「改正地域公共交通活性化・再生
法」を2014年秋に施行

– 改正前の法律は市町村に、交通事業者などからなる
協議会を組織し、地域公共交通の活性化計画作りを
促してきたが、計画の多くは廃止バス路線をコミュニ
ティーバスなどで代替する一時しのぎになっていた

– これに対し、改正法は財政支援もしながら地域全体
の公共交通ネットワーク再構築という根本策を求める
もの

日本での運輸連合に向けた取組み

改正法は自治体の主導で事業者間の運賃や運行ダイ
ヤを共通化する「運輸連合」誕生につながる可能性もあ
るが、日本では運輸連合に慎重な姿勢

– 広島市では、複数のバス会社の競合によって渋滞を
招く過密路線がある一方で、同じ中心部でもニーズに
比べて便数が少ない地区がある状況。そのため、改
正法は非効率なバス路線網の解消の手立てとして期
待されている

– 但し、2000年には、公正取引委員会は事業者ととも
に連合を検討していた広島市の取り組みを「独禁法
上問題あり」と指摘していた経緯がある。国土交通省
も、運輸連合に対しては「ドイツと同じ事業者間の組
織は独禁法の適用除外にはならない。自治体中心の
取り組みでも配慮が必要」との見解

– 自治体主導での公共交通網の再構築に向けては、独
占禁止法との関係のほか事業者間の利害調整など
自治体に相当の覚悟が問われる様子

改正地域公共交通活性化・再生法の施行 運輸連合への慎重な姿勢
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鉄道・バス・オンデマンド交通において、予約システム・経路情報・運行情報のデジタ
ル化が一部整備されておらず、今後の課題解決が望まれる。

出所：各種公開情報を基にADL作成

運行システムデジタル化の現状と課題整理

今後の課題運行システムデジタル化の現状

鉄道 鉄道会社で共通化された予約システムの整備が必要
である

標準的なバス情報フォーマットの整備により、経路検
索情報のデジタル化を促進する必要がある

バス運行情報のデジタル化を進めて、バス停におい
て利用者に情報提供する必要がある

予約に基づく効率的な運行を実現するため、ICTによ
る予約システムのデジタル化が必要である

鉄道では、各社で予約システムの仕様が様々で一部
の事前予約ができない状況であるため利便性が損な
われている

地方の多くの中小バス事業者では、バスの経路検索
に必要な情報がデータ化されていない

従来型のバス停では、利用者がバスのロケーション
情報を把握する手段がなく、また利用者の需要に併
せた柔軟な時刻変更も行うことができない

オンデマンド交通事業者の多くは、電話とオペレータ
ーによる予約システムを採用しており効率的な運用
がなされていない

バス

オンデマンド交通
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欧州では、マルチモーダルサービス（MaaS）のスキームを欧州で広く横展開するため
に、アライアンスや、EUグラントによるプロジェクトが開始されている。

Note: 1) International Association of Public Transport（国際公共交通連合） 2) Transport for Greater Manchester（グレーターマンチェスター交通局）
3) TRT Trasporti e Territorio（イタリアのコンサルティング企業） 4) MAP Traffic Management（オランダの交通マネジメント企業）

出所：MaaS Alliance, European Commission, MaaS Alliance, IMOVE, MaaS4EU, MyCorridor , Arthur D. Little

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理

取組主体 時期 取組内容 地域資金拠出主体

 コーディネータ：Soft

-eco Sysmat社（伊）

 Ubigo, UITP1, TfGM2
, 

ほか計14団体が参加

2017/6～
2019/11

 MaaSのスキームを欧州に展開（“ローミング”

を実現）するために、フレームワーク、スキー
ム、ソフトウェアプラットフォームを検討する

‒ 契約フレームワーク構築、ユーザ管理
スキーム構築、関連ソフトウェア開発

 マンチェスタ（英）
 ベルリン（独）
 トリノ（伊）
 ヨーテボリ（スウェ）IMOVE

EU Horizon 

2020 Project

(€3,4m)

 コーディネータ：Intra

-soft Intl.社（Lux.）

 TfGM2, TRT3, MaaS 

Global,ほか計17団体
が参加

2017/6～
2020/5

 MaaS導入の障壁を取除くため、定量的な証
拠、枠組みを提供する

‒ ビジネスモデルの定義、ユーザーニー
ズの理解、必要技術、規制の特定

 マンチェスタ（英）

 ブダペスト（ハンガリー）
 独-ルクセンブルク

MaaS4EU

EU Horizon 

2020 Project

(€3.6m)

 コーディネータ：Univ. 

of Newcastle（英）

 TOMTOM, MAPtm4, 

ほか計17団体が参加

2017/6～
2020/5

 MaaS実現に必要なシステムを、公共交通機関
だけでなく、街インフラやITSも含めて検討

‒ モビリティトークン、TM2.0の実装
‒ APIはMaaS Allianceのモデルを利用

 ギリシャ、イタリア
、オーストリア、チ
ェコ、ドイツ、オラン
ダから選出予定MyCorridor

EU Horizon 

2020 Project

(€3.5m)

 主催：ERTICO – ITS 

Europe

 MaaS Global, Uber, 

moovel, Siemens, ほか
計58団体が参加

2015/10～

 参加メンバー同士のコラボレーションを支援

 ワーキンググループでサービスや技術のあり
方を検討

‒ ユーザーニーズ、規制フレームワーク
、ビジネスモデル、AP等技術標準化

（特定地域での
実証はなし）

MaaS Alliance

メンバーの
参加費用

欧州におけるMaaS標準化関連プロジェクト
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本検討では、モビリティサービスを下記のように分類。

出所：各種公開情報を基にADL作成

（参考）モビリティサービスの分類

サービス内容 該当事例

カ
ー
シ
ェ
ア

B
to

C

ワ
ン

ウ
ェ
イ
型

ラウンドトリップ型

ステーション型

フリーフロート型

CtoC

デ
マ
ン
ド
交
通

自
由
経
路
型

B
to

C

定路線型

準自由経路型

タクシー配車

相乗りタクシー

C
to

C

ライドヘイリング

カープーリング

マルチモーダルサービス（MaaS）

物
流

物流P2Pマッチング

ラストワンマイル配送無人化

貨客混載

コネクテッド（高度アフターサービス）

周辺サービス連携

スマホアプリにより借受／返却手続きを簡素化したレンタカーサービス。借り受け
たステーションへの返却が必要

借りた場所と異なる場所に返却することができる、乗り捨て型（ワンウェイ方式）の
カーシェアサービス

決められたエリア内であれば、道路上や公共駐車場など自由に乗り捨てることが
できるカーシェアのサービス

所有する自動車を個人間で貸し借りできるカーシェアサービス

通常の路線バスをベースに、予約があった場合に限り運行するサービス

利用者の需要に応じて高頻度で運行ルートを更新して乗合のバス/タクシーを運
行するサービス

アプリによるタクシー配車サービス

アプリによるタクシー配車に加え、同方向への移動者同士のマッチングを行うサ
ービス

アプリにより一般ドライバーが運転する自家用車を配車するサービス

アプリによる一般ドライバーが運転する自家用車の配車に加え、同方向への移
動者同士のマッチングを行うサービス

複数の交通モーダル（鉄道・バス・タクシー・カーシェア等）を統合し、アプリを通じ
た一元的な情報案内・予約・決済を実現したサービス

貨物運送事業の登録のない車両や、一般配達員の運送業務への活用
荷主と物流の担い手のマッチングサービス

ラストワンマイル配送において、無人配送ビークルやドローン等の新しい自動運
転モビリティを活用した配送サービス

旅客運送事業者による貨物運送と、貨物運送事業者による旅客運送の両方を含
んだ、人と物の混載運送サービス

車両のコネクテッド化を通じた、メンテナンス、オペレーション等の高度化サービス

生活サービス（飲食・観光等）や、都市・コミュニティ機能（エネルギー・都市交通
等）最適化に向けた連携サービス

• 海外：事例多数
• 国内：タイムズ、カレコ

• 海外：Zipcar（米）
• 国内：トヨタHa:mo実証

• 海外：car2go（独）
• 国内：事例なし

• 海外：Getaround（米）
• 国内：DeNA Anyca

• -

• 海外：Chariot、Via（米）
• 国内：事例多数（乗合タクシー）

• 海外：mytaxi（独）
• 国内：Japan Taxi

• 海外：mytaxi match（独）
• 国内：Japan Taxi等の実証実験

• 海外：Uber X（米）
• 国内：京丹後市ささえあい交通

• 海外：BlaBlaCar（仏）
• 国内：notteco、CREW等

• 海外：Whim（フィン）
• 国内：NAVITIME、JR東日本

• 海外：Amazon Flex（米）
• 国内：ラクスル「ハコベル」

• 海外：Amazon（米）・DHL（独）
• 国内：ロボネコヤマト実証

• 海外：UberEats/Amazon（米）
• 日本：ヤマト運輸実証実験

• 海外：Bosch（独）
• 日本：GMOクラウド

• -

サービス分類

凡例：
サービス展開に向けて課題が
見られるモビリティサービス
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車両の観点では、自家用車の活用に向けた車検制度の改正による安全確保、新たな
車両の活用に向けた現行の保安基準の改正や適用緩和が課題となっている。

出所：各種公開情報を基にADL作成

新しい車両・部品提供に関連する規制（車両法等）を始めとした課題整理

今後に向けた課題規制/取組みの現状関連する規制の概要

自家用車の
活用

新
し
い
車
両
の
活
用

既
存
車
両

の
活
用

全般

自動運転車

超小型
モビリティ

自家用車でライドシェアやカーシェア等で
旅客運送サービスを提供する場合、自動
車の安全確保のため、車検の有効期間
や検査項目を事業用車と同じ水準に合
わせる等の規制が求められる

自家用有償旅客運送（白タク）や国家戦
略特区法での自家用車の活用、個人間
のカーシェア*において、使用される車両
に対する車検の有効期間は、自家用車と
同様に事業用車よりも長い

車検制度

‒自動車の安全確保を目的として、道路
運送車両法上の保安基準に常時適合
させることを義務づけ

‒自動車の種類に応じて車検の有効期
間は異なり、事業用車は概ね1年

実証実験レベルでは、 「道路運送車両の
保安基準」第55 条第1 項に基づく基準緩
和認定制度の活用が課題

実用化に向けては、新たな保安基準の策
定/既存の保安基準の改正が課題

新しい車両の活用に向けて、保安基準の
改正や、認可による保安基準の適用緩
和が実施されている

道路運送車両の保安基準（道路運送法）

‒公道を走行するためには、道路運送車
両の保安基準に適合する必要がある

‒自動車の種類が細かく定義され、多数
の項目に対する基準が規定されている

現行の保安基準に定めていない開発段
階にある新技術に係る基準の策定を進
めることが必要

「道路運送車両の保安基準」第55 条第1 
項に基づく基準緩和認定制度の活用に
向けて、自動運転車が基準緩和の対象と
なるよう基準緩和告示を改正

道路運送車両の保安基準（道路運送法）

‒自動運転車関連では、横向き座席や、
ハンドル・アクセル・ブレーキ等の省略
に関して、現行の保安基準に適合しな
い

場合によっては、超小型モビリティに関連
する保安基準自体の見直しも必要

「道路運送車両の保安基準」第55 条第1 
項に基づく基準緩和認定制度を活用し、
一定の条件を付して安全・環境性能が低
下しない範囲で保安基準の適用を緩和

道路運送車両の保安基準（道路運送法）

‒超小型モビリティ関連では、特に道路
運送法上の「軽自動車」に区分される
超小型モビリティの保安基準への適合
が困難

(*) 車両の所有者がレンタカー事業の認可を受けている場合を除く
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車検制度では、道路運送車両法上の保安基準への適合を義務づけている。自家用車
を活用したライドシェア等の展開に向けて、車検の有効期間等への規制が課題である。

出所：国土交通省「自動車検査・登録ガイド」、JAFを基にADL作成

車検制度の現状

管理主体 国土交通省

主な目的

自動車登録上の目的
• 所有権の公証及び自動車保有実態の把握

自動車検査上の目的

• 自動車の諸元の確認と安全の確保、公害の防止を
制度的な担保

→道路運送車両法上の「道路運送車両の保安基準」
（昭和26年施行）に常時適合させることを義務づけ

検査の
種類

1) 新規検査

• 新たに自動車を使用しようとするときに受ける検査、
または、いったん使用することを中断する手続きをし
た自動車を再び使用するときに受ける検査

2) 継続検査

• 自動車検査証の有効期限が満了した後も引き続き
その自動車を使用するときに受ける検査

3)構造等変更検査

• 自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生
じるような改造をしたときなどに受ける検査

検査の
有効期間

• 旅客運送事業用自動車（バス、タクシー）：1年
• 自家用乗用自動車：初回3年、2回目以降2年 等

車検制度（自動車検査登録制度）の概要

 自家用有償旅客運送（白タク）や国家戦略特区法での自家用車
の活用において、車両は自家用車として取り扱われ、車検期間は
通常の自家用車と同様に2年（初回は3年）となっている

 個人間のカーシェアにおいても、車両の所有者がレンタカー事業
としての認可を受けない限り、車検期間は自家用車と同様になる

車検制度の現状と課題

車検の有効期間
有効期限

初回 2回目以降

車
種

貨物自動車
8トン以上 1年 1年

8トン未満 2年 1年

バス・タクシー 1年 1年

レンタカー（乗用自動車のみ） 2年 1年

軽貨物自動車
2年 2年

大型特殊自動車

自家用乗用自動車

3年 2年軽乗用自動車

小型自動車二輪（250cc超）

 自家用車でライドシェアやカーシェア等で旅客運送サービスを提
供する場合、自動車の安全確保のため、車検の有効期間や検査
項目を事業用車と同じ水準に合わせる等の規制が求められる
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高度アフターサービスの展開に向けて、類型ごとの個別課題は少ないと理解。一方、
共通課題として、サイバーセキュリティ、データ取扱い、通信規格での対応が必要。

出所：各種公開情報を基にADL作成

高度アフターサービスの類型ごとの実現に向けた課題整理

テレマティクス保険

テレマティクス
車両管理

テレマティクス
メンテナンス

ロケーション情報
サービス

インフォテインメント

モビリティサービス
プラットフォーム

デジタル
マーケティング

スマートコントラクト

サービス類型

• テレマティクス自動車保険

サービス例

• Over-the-Air ソフトウェア
アップデート

• 緊急通報（eCall/911Assist）

• リモート故障診断/OBD

• ナビゲーション地図
• フリートテレマティクス

• 音声インターフェース
• App

• ライドシェア/配車サービス
• カーシェアリング

• 交通情報ビッグデータ

• N/A

共通課題

既にサービス
展開しており、
サービス展開
に向けた個別
課題は見受け
られない

• 国内外で、自動車におけるサイバーセキュリティ対策に向けて、
国際基準（WP291）、国際標準（ISO / SAE2）、業界ガイドライン策
定の議論が進展

• サービス展開に向けて、国際基準・国際標準・業界ガイドライン
等への対応が課題

サイバーセキュリティ

• EUのGDPR（一般データ保護規則）を始めとした各国のデータ保
護規則への対応が必要。日本では、平成29年に個人情報保護
法が改正

• サービス展開に向けて、特にデータ取得・データ利用の観点で
の対応が課題

データ取扱い

• 世界の通信各社やＩＴ各社は５Ｇの規格化に協力して取り組んで
いるおり、規格化された５Ｇ技術は早ければ2019年にも商用化
される見通し

• サービス展開に向けて、５Ｇ規格への対応が課題

通信規格

1) 「自動車基準調和世界フォーラム（World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations）」の略称 2) 米国の国際標準化団体「Society of Automotive Engineers」の略称
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△

○

△

△

△

また、新たなモビリティサービスの急拡大に伴い、事件・事故や環境問題等の歪みが
発生している点にも留意が必要。

*一方で、Uberなどのライドシェアリングサービスが渋滞を生み出すという結論には至っていない調査も存在
出所：各種公開情報を基にADL作成

諸外国のモビリティサービスの急拡大に伴う懸念・課題とその対応状況の整理

 無人拠点のカーシェアでは管理者が毎日点検
を行えず、車両現状把握が疎かになる危険性

 複数の会員で車両を共有するカーシェアでは、
こすり傷など軽度の事故が発生しても誰が起こ
した事故なのか特定が難しい可能性

 ユーザーの位置情報取得が容易にできるよう
になることで、それを利用した事件・事故が発
生する可能性

課題・懸念

 カーシェア車両を予約したら車両が傷だらけ
だった、パンクしていたなど、車両に問題があ
った事例がインターネットで報告されている（
2015年9月など多数）

 ライドシェアなどのサービスで、ドライバー登録
時の身元調査等の厳格さ・綿密さが劣るため、
個人ドライバーが問題を起こしたり、暴行等の
容疑で告訴されるなどの問題が発生

 ライドシェアなどのサービスの出現によって、交
通渋滞が増加、環境汚染が進む可能性

 米LAで、Uberの運転手が乗客を誘拐、性的
暴行を加えたとして逮捕（2014年6月）

 印デリーで、Uberの運転手が乗客を強姦した
として逮捕。インド国内の複数地域でUber社
は営業停止に（2014年12月）

 サンフランシスコで実施された調査では、平
日のライドシェアサービスは、タクシーの約12

倍にあたる17万回以上利用があり、行き先は

最も渋滞する地域に集中し、渋滞がより深刻
化するケースもあると報告（2017年6月）*

 特に個人間カーシェアにおいて、事故発生時の
費用保障、分担等のルールが明確に定まって
おらず、協議トラブル等問題が発生する可能性

 個人間カーシェアAnycaで車を貸した後、見に

覚えのないスピード違反通知、駐車違反通知
がオーナーに届く事例がインターネットで報告
されている（2018年5月）

 「WeKnowYourHouse.com」という、位置情報

付きのツイートを自動収集し自宅住所を特定
するサービスが登場し物議に（2012年8月）

事件・事故事例

現在はサービス事業者毎の
管理・判断に任されている状況

GDPR等で個人情報保護規制
の見直しが進みつつある状況

（ドライバーの犯罪には行政・司法処分が下るが）

ドライバー登録のあり方等につ
いてはサービス事業社毎の管
理・判断に任されている状況

渋滞の発生を理由にサービス
提供を禁止するなどの措置は
取られていない状況

個人間トラブルの対応等につ
いてはサービス事業者毎の管
理・判断に任されている状況

対応状況

事
故
・犯
罪

渋滞悪化・
大気汚染・
環境問題

都
市
問
題

事故車両の
放置

プライバシー
情報の悪用

乗客に対する
犯罪

車両トラブル
の発生

車
両
管
理

の
あ
り
方

ド
ラ
イ
バ
管
理

の
あ
り
方

情
報
管
理

の
あ
り
方
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米国運輸省（DOT）は、中規模都市を主な対象にした支援プログラム「Smart City 

Challenge」を実施。ファイナリスト7都市からColumbusが優勝した。

出所：DOTホームページ、その他各種公開情報よりADL作成

他国大規模実証事例：米国Columbus (1/4)

米国 Smart City Challenge概要

• 米国運輸省（United States Department of 

Transportation、DOT）が主催する、米国内中規模以

上の都市を対象とした、都市ビジョン・施策のアイデ
アを競い合うコンテスト

• 「“Smart City”になること」と「革新的技術を用いた最

初の都市になること」を実現するための、都市ビジョ
ンや施策例の内容で競い合い、優勝都市には、
$40millionが支払われる

• 2016年2月に参加都市から提案内容を集め、3月に
ファイナリストとなる7都市を選定し、6月に優勝都市
を決定

内容

参加
都市

• 人口20万人から85万人の中規模都市が78つ参加
• ファイナリストとして下記の7都市をDOTが選定

Columbus, 

Austin, 

Denver, 

Kansas City, 

Pittsburgh, 

Portland, 

San Francisco

• 優勝都市は、Columbus

• 参考情報として、革新
的技術の例
（“Technology 

Element”）がDOTから
各都市に提示される

• 各都市は、（義務付け
られていない模様だ
が）これらの技術を提
案内容に盛り込む

• 地図上の色が付
けられている部分
が参加地域

• 西部、中部、東部
の幅広い地域の
都市が参加

各都市が掲げる都市ビ
ジョン・施策の詳細は

後述
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Columbusは人口80万規模都市であり、都市成長に伴う交通の非効率化が課題。市
街地ラストワンマイルへの自動走行の導入やマルチモーダル管理などを目指す。

出所：DOT各種公開情報よりADL作成

他国大規模実証事例：米国Columbus (2/4)

都市ビ
ジョン・
施策

• Smart Corridor
- 市街地のラストワンマイル輸送には、自動走行を導入
（”SMOOTH” project）

- 最寄空港、市街地の中心地（ダウンタウン、オフィス街）間
の輸送には、（１）V2V、V2Iを用いて交通状況をリアルタイ
ムで配信し、最適な輸送モーダル選択を促進（２）BRT（高
速バス輸送）を導入しつつ、リアルタイム情報の活用により
運行の定時性を向上

• Connected Visitors
- 都市訪問者（主に車での訪問を想定している模様）の都市
移動を効率化するために、リアルタイムの最適交通ルート
情報、駐車場の場所・空き状況の情報を配信

• Connected Citizens
- 社会的な弱者が利用しやすい交通手段として、カーシェアリ
ングの導入を更に推進

• Sustainable Transportation Options
- EV充電施設の設置を増加。カーシェアリングサービスとの
連携を促進

都市の
概要

都市の
課題

• Columbusはオハイオ州中央部に位置する州都

• 行政、商業の中心地であり、人口増加、経済成長が進んで
いる

• ICTの導入に積極的であり、交通情報を含む行政情報を住
民が参照できるアプリ（MyColumbus.app）の導入や、カー
シェアリングの誘致などを行っている

• 人口：78.7万人（2010年センサス）
• 人口密度：3,383人／ mile^2

• 都市化進展状況：住民の39%が中心地域に居住

• 既存交通インフラ：市街地は自動車移動（公共バス、自家用
車、カーシェア）が主。最寄りのRichenBacker空港から市街
地までは鉄道が設置されている。EV充電施設は一部設置

• Access to Job：市街地内のライスワンマイル移動の手段が
自家用車に偏っており非効率

• Smart Logistics：貨物輸送の一大ハブになっているが、今後
も成長を続けるために、輸送効率の維持向上が必要

• Connected Visitors：動物園などの娯楽施設、医療施設があ

ることから、都市外からの訪問者が多いが、駐車場が不足
している上、渋滞が頻発しており、訪問者受け入れに十分な
交通キャパシティが不足している

• Connected Residents：社会的な弱者（移民などの経済的な
弱者など）といった一部住民が利用可能な交通手段が不足

• Sustainable Transportation：エネルギー消費の低減

Smart City Challenge Columbus概要
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ColumbusのSmart City のビジョンとして、最終的に「安全性」、「移動効率性」、「経
済成長のための機会の提供」、「環境対応」の4つの達成を掲げている。

出所：DOT各種公開情報よりADL作成

他国大規模実証事例：米国Columbus (3/4)

 住居スペース、商業スペース、オフィスエリア、物流エリ
アの全てに対して技術を導入することで、住民の職住
スペースを近接化させる

 ビジョン達成において、下記の技術を導入することを計
画
– ネットワークに繋がっている自動車と交通システム

– 信号機、モビリティ、スマートフォン等の情報を統合
して処理できるプラットフォーム

– 充電スタンド等のEV活用のインフラ

– その他人的サービス

Smart City Challenge Columbus概要
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優勝したColumbusは、AlphabetやNXPセミコンダクターズから技術提供を受けて、
提案したプランの実現に向けて着手する予定。

出所：DOTホームページ、その他各種公開情報よりADL作成

他国大規模実証事例：米国Columbus (4/4)

NXPのスマートシティ技術を提供 米運輸省とSidewalk Labs社（Alphabet子会社）が提携

 NXPセミコンダクターズN.V.は、最新の車両通信ソリューション、
RFIDタグ、スマートカードICなど、スマート・シティ向けのNXPの
高度な先進技術をColumbusに提供する

 NXPは運輸省とのパートナーシップを通じコロンバス市と連携し、

クルマによるセキュアなデータの送受信、事故防止、交通の流れ
の改善を可能にするワイヤレス通信技術の普及を支援すると同
時に、クレジット支払いや現金支払いを行いたい乗客の双方に対
し、公共交通機関へのセキュアで高速かつ容易なアクセスを可能
にするスマートカードICの普及も支援する

 NXPの技術に基づく具体的なスマート・シティ・ソリューションは下
記の2つ

– 非接触運賃決済ソリューションなどのセキュアで便利な公共
交通機関チケッティング/支払い決済システムのサポートによ
り、全市民の交通サービスを向上するスマートカードIC技術

– 公共の安全と利便性を促進するために開発された、NXPの
高度にセキュアな無線周波数識別(RFID)ソリューション。こ
のNXPの技術を使用したスマート・シティ・アプリケーションと

しては、公共駐車場で停車して料金を支払うステーションを不
要にし、ドライバーの利便性向上と自治体のコスト削減を可
能にする車両ウィンドウ・ステッカーがある

 2016年3月、Alphabetの子会社で都市生活に関する調査研究を
手がけるSidewalk Labs社は米運輸省と提携し、米国都市の交通
分析インフラを見直す計画を明らかにした

 Smart City Challengeの優勝者に対して、 Sidewalk Labs社
が開発した新しい分析プラットフォーム「Flow」へのアクセスを提
供する

 Flowは、「Google Maps」やカーナヴィ・アプリ「Waze」のほか、多

数のセンサーを活用して、渋滞が起こりやすく、公共交通機関を
充実すべきエリアはどこか、そして駐車場などを街のどこにつくれ
ばいいかを都市計画担当者に教えるプラットフォーム
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ステーション型においては、たとえ駐車場コストが抑えられるとしても、収益化に必要な
損益分岐点の水準はラウンドトリップ型よりも高い見込み。

出所：ADL作成

ステーション型カーシェア事業 収益性の感度分析

ステーション型カーシェア事業における収益性の感度分析 （車両1台当たり）

駐車場費用50,000円/台の場合

駐車場費用30,000円/台

駐車場費用10,000円/台

駐車場費用0円/台

8
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このとき、需要が一定の輸送人員を上回り、自動運転車両の初期コストをカバーでき
る場合には、無人配回送によって収益性の改善が見込まれる。

出所：各種公開情報を基にADL分析

無人配回送カーシェア事業 収益性の感度分析

無人配回送カーシェア事業における収益性の感度分析 （車両1台当たり）

ステーション型カーシェア事業

無人配回送カーシェア事業

ステーション型カーシェア事業に比べて
収益性の改善が可能

11



162© Arthur D. Little Japan

新しいモビリティサービス導入により既存交通事業の収益性向上が見込める可能性
があるが、One fits allは存在せず、導入地域に適したサービスの選択・設計が肝要。

出所：各種公開情報を基にADL分析

新しいモビリティサービス導入による事業性へのインパクト

 カーシェアリング等、収益化には一定程度の人口密度が必要となるサービスもある一方、既存バス事業
のデマンド化や貨客混載などのように、一定の需要を割り込むような特定条件下で既存の交通サービ
スに比べて収益性を向上できる可能性も存在する。

 各種サービスがどの地域においても遍く良い影響をもたらすとは限らず、導入地域に適したサービスの
選択・設計が肝要。また、移動のみを単体で捉えると収益化は必ずしも容易ではないケースも存在。

• タクシー配車・相乗
りタクシーでは、約
2%以上の新規利用
者を獲得できれば、
収益性が向上

• デマンド化、貨客混
載により通常のバス
による収益化が難し
い乗車率約20%以
下の利用規模にお
いて、供給が最適化
出来れば収益性の
改善が可能

• ラウンドトリップ型
カーシェアでは、た
とえ駐車場コストが
かからない場合で
も、展開エリアの人
口密度が約7,000人
/km2以上であること
が収益化に必要

• マルチモーダル
サービスでは、手数
料収入のみでの収
益化が困難

事業性分析
結果例

一定数以上の
新規利用者獲得

需要が一定規模
以下

エリアの人口密度
が一定数以上

移動以外からの
収益の獲得

収益化に
必要な条件

＜事業性分析結果＞
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将来的には、自動運転によってモビリティサービスの収益性を更に向上できる可能性
があるため、新しいモビリティサービスに取り組むビジネス上の意義は大きい。

出所：各種公開情報を基にADL分析

更なる将来を見据えた自動走行化によるインパクト
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バス事業無人バス事業ロボタクシー事業

タクシー事業 ステーション型
カーシェア事業

無人配回送
カーシェア事業

現行タクシーとロボタクシーの
損益分岐比較

バスと無人バスの
損益分岐比較

ステーション型カーシェアと無人配回
送カーシェアとの損益分岐比較

• ロボタクシーではタクシーに比べて車両
の初期コスト・保守コストが10倍になると

しても、オペレーションコストの低下によ
り、ビジネス上のインパクトが見込まれ
る。

• 単価の高いバスでは、自動走行化に伴
い車両コストが3倍になるとしても、オペ

レーションコストの低下により、ビジネス
上のインパクトが見込まれる。

• ステーション型カーシェアに比べて、無人
配回送カーシェアでは車両コストが10

倍、利用料金が2倍、必要な駐車スペー
スが1/2になる場合、ビジネス上のインパ
クトが見込まれる。
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下記の都市類型に基づいて、移動課題及びその解決に資するサービスイメージを考
察する。

出所：経済産業省

（参考）都市類型の定義
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IoTやAIが可能とする新しいモビリティサービスについて、その実現に向けた課題や
官民が取り組むべき方策について検討するため、研究会を全4回*開催した。

Note: * 本プロジェクトにおいては、全4回のうち第2回から第4回までの計3回の運営を実施

研究会の背景と目的

研究会名称  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

背景

 スマホや車からとれるデータの利活用などにより、ヒトやモノの移動（モビリティ）需要を効率的に満たす様々なサー
ビス（個車ごとの修理サービス、タクシーやバスの需要予測と最適配車等）が提供可能となり、今後急拡大が見込
まれる。

 鉄道やエネルギーシステムのIoT化と相まって、都市・交通全体の最適化を図るスマートシティ・モビリティシステム
構築の取組も各国で進展。並行して、都市の大気汚染・渋滞防止の観点からコンベ車などの流入規制も進展。

 また、生活者の行動が、ITサービス（スマホ）を起点としてシームレスに連動する時代となり、モビリティサービスも
生活者目線で他の領域（健康・観光等）と連携・融合した価値創造が重要になってきている。

 世界におけるモビリティサービスの進展は、グローバル市場に展開している自動車産業のあり方や、国内のモビリ
ティサービス事業者に対して大きなインパクトをもたらす可能性がある。

 その一方、モビリティサービスの分野においては、地域性が大きく、各地域の都市構造や交通事情に応じたプレイ
ヤーが存在する形となっている。日本は世界に先駆けて少子高齢化が進んでおり、新しいモビリティサービス・生活
サービスのモデルのニーズが高い。

 このため、顧客視点を前提とし、既存の事業資産を積極的に活用すれば、日本初での有力なモビリティサービスを
創出できる可能性も十分にある。

目的
 モビリティサービスに関する世界動向やその進展が国内産業に与えうる影響を整理するとともに、我が国初で国内
外に展開できるモビリティサービスの可能性／日本産業の勝ち筋について議論し、その実現に向けた課題や官民
がとりくむべき方策についての方向性を得ることを目的とする。
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研究会では、有識者や事業者として下記のメンバーの参加を得た。

研究会の参加メンバー

研究会参加
メンバー
（敬称略）

 石田東生【座長】 筑波大学社会工学域名誉教授・特命教授

 小川紘一 東京大学政策ビジョン研究センター シニア・リサーチャー

 猿渡俊介 大阪大学大学院情報科学研究科准教授

 戸嶋浩二 森・濱田松本法律事務所弁護士

 中村吉明 専修大学経済学部経済学科教授

 牧村和彦 一般財団法人計量計画研究所理事兼研究本部企画戦略部長

有
識
者

 東昭人 株式会社KTグループ常務取締役

 伊藤潔 本田技研工業株式会社モビリティビジネス開発部部長

 小田中育生 株式会社ナビタイムジャパン 開発部部長兼ACTS（研究開発）ルートグループ責任者

 川鍋一朗 JapanTaxi株式会社代表取締役社長

 木津雅文 トヨタ自動車株式会社 コネクテッドカンパニー MaaS事業部担当部長

 黒岩隆之 株式会社JTBコミュニケーションデザイン営業企画部アカウントプロデュース局
アカウントプロデュース課 チーフマネージャー

 白井亮 株式会社NTTドコモ IoTビジネス部コネクテッドカービジネス推進室 戦略企画担当部長

 関根豊 ヤマト運輸株式会社社長室 プロジェクトマネージャー

 高橋雅典 日産自動車株式会社日本戦略企画本部中期戦略企画部主担

 中川真也 株式会社デンソー技術企画部 MaaS推進室担当部長

 中島秀之 株式会社未来シェア取締役会長CEO

 久富雅史 小田急電鉄株式会社経営戦略部部長

 松本順 株式会社みちのりホールディングス 代表取締役グループ CEO

 森田創 東京急行電鉄株式会社事業開発室プロジェクト推進部課長

事
業
者

 経済産業省

 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

事
務
局



182© Arthur D. Little Japan

研究会に関連して2019年2月を「スマートモビリティ推進月間」と位置づけて各種イベ
ントが開催され、本プロジェクトではモビリティサービス地域連携会議の運営を実施。

研究会関連でのイベントの運営

１．モビリティサービス地域連携会議 （自治体及び事業者
の取組紹介）

○2月15日（金） 10時～12時半
＠TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター

○登壇予定者
【自治体】
茨城県つくば市、神奈川県横須賀市、群馬県前橋市、
福井県永平寺町、福島県南相馬市、広島県三次市

【事業者】
NTTドコモ、東日本旅客鉄道、MONET Technologies、
マツダ

【政府関係者等】
石田東生筑波大学名誉教授（MaaS研究会座長）
国土交通省（交通計画課）、経済産業省（自動車課）

「スマートモビリティ推進月間」（2019年2月）における各種イベントの開催

２．Venture Cafe Tokyo Mobility Pitch （スタートアップの
取組紹介）

○2月の毎週木曜（2月7日、14日、21日、28日）
18時～19時＠虎ノ門ヒルズ
※Venture Cafe TokyoのJ-startup Hourとして開催

○登壇予定者
【スタートアップ】
2月 7日（木） 未来シェア（AI活用による最適相乗り）
2月14日（木） Via（オンデマンドシェアードライド）

WHILL（パーソナルモビリティ）
2月21日（木） akippa（駐車場予約アプリ）

ダブルフロンティア（買い物代行サービス）
2月28日（木） 電脳交通（クラウド型タクシーコールセンター）

NearMe（カープール）
notteco（カープール）

【ファシリテータ】 HEART CATCH 代表西村真里子

本プロジェクトの一環として運営を実施



183© Arthur D. Little Japan

目次

1 プロジェクト概要 p. 2

2 モビリティサービスに関する基礎調査 p. 4

2-1 グローバルな動向 p. 4

2-2 モビリティサービスによるビジネスインパクト p. 99

2-3 日本における現状と課題 p. 136

2-4 モビリティサービスの事業性分析 p. 275

2-5 国内外の移動課題及び解決に資するモビリティサービス p. 302

3 モビリティサービス研究会の運営 p. 179

3-1 研究会の概要 p. 179

3-2 研究会の実施内容：日本の現状と課題 p. 183

3-3 研究会の実施内容：国内事業者の取組 p. 204



184

日本の新しいモビリティサービス事例：カーシェアリング

 日本でもIoT・AIを活用したモビリティサービスを実装し、移動の質を高めようとする動きが
始まっている。

 スマホアプリにより予約／借受／返却手続きが可能なカーシェアリングや個人間カーシェ
アリング事業も開始。

パーク24“B2Cカーシェア” DeNA“C2Cカーシェア”

• 全国のタイムズ駐車場に配置してある、カーシェア
用車両をスマートフォンアプリ等で予約し、会員
カードで開錠することで利用が可能。

• 24時間無人管理で15分単位で課金され、原
則、元借りたステーションへの返却が必要。

• 日本全国7,500カ所のタイムズ駐車場で利用
可能であり、車両数は約13,000台、会員数は
約60万人まで拡大中。

• DeNAがAnycaの名称で提供するC2Cカーシェアリン
グサービスであり、所有する自家用自動車を、利用者
とシェアできるサービス。

• 利用者からの利用料金の支払いは、「有償貸渡」では
なく、「共同使用」に伴うものと整理することでサービス
展開を実現。

• 2018年9月時点で会員数は17万人程度、登録され
たクルマは延べ6000台程度、車種数は700車種。

出所：パーク24 出所： Anyca
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日本の新しいモビリティサービス事例：タクシー配車・相乗りタクシー

 IoT・AIを活用したオンデマンド型のタクシー配車の実証実験、相乗りタクシーの実証実
験などがスタート。

未来シェア×ドコモ“タクシー配車“ 日本交通“相乗りタクシー”
• タクシー（デマンド型）と路線バス（乗合型）の長

所を融合し、ルートを固定せず、需要に応じてタクシー
等の乗合車両を走行させるシステム。

• 乗客・ドライバ双方が持つスマートデバイスの情報とクラ
ウドプラットフォーム上のAIでリアルタイムに車両の最適
な走行ルートを完全自動（無人）での決定。

• お台場、函館、境港、名古屋などで実証済。

• 日本交通と国交省は、「相乗りタクシー」実証実験を
実施（2018年1月から3月）

‐ 出発地と目的地を指定すると、同じ方向に
向かう人をアプリが仲介し、２人が同意す
ると相乗りが確定する仕組み。

‐ 運賃は乗車前に確定し、支払いはアプリ上
で完結。

出所：未来シェア 出所：日本交通











日本における現状と課題のまとめ

 海外の状況と比較して日本で新しいモビリティサービスに広がりが見られない背景として、
供給側に限ってみても、ビジネス実態面の要因と制度面の要因が存在する。
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・ モビリティ関連データのデジタル化の遅れ

・ データ連携を阻む事業者間の垣根

・ 異業種との連携不足

•新サービスに対する法令の適用関係や制約条件が判りにくい

ビジネス実態面

制度面



B2Cカーシェア（ワンウェイ型）

 主な課題：①車両再配置コストの低減、 ②乗捨専用駐車場の維持コストの低減

① 車両再配置コストの低減

② 乗捨専用駐車場の維持コストの低減

日本における主な課題

 北米、欧州を中心に多くの都市で展
開。地域に応じた方式が採用されて
おり、ドイツ等では決められたエリア内
で自由に乗り捨てが可能なフリーフ
ロート型が普及。

事例：car2go（独）

• ダイムラーは2008年にカーシェアサー
ビス「car2go」を開始。

• フリーフロート型とし
て世界最大1)。

• 一部地域では道路
脇に乗捨て可能。

 2014年の国土交通省通達２)により
ステーション型の乗捨てモデルが解禁。

 一方で、専用駐車場の確保が課題
で、事業からの撤退が相次いでいる
状況。

事例：Times Car PLUS ×
Ha:mo

• パーク24とトヨタは連携して、2015
年から超小型モビリティのステーション
型カーシェアの実証実験を実施。

国内の現状

サービス内容

海外動向

期待

 低コストなドア to ドアのサービス
提供

 域内の過剰な自動車の抑制

1) 2018年2月時点で会員数300万人以上 2) 国土交通省通達「レンタカー型カーシェアリングにおける乗り捨て（ワンウェイ）方式の実施に係る取り扱いについて」（平成26年3月27日付）
出所：カーシェアリング比較360°、Car2Go 191

（制度面）
• 一般駐車場とステーションの併用不可が認められず、

乗捨専用駐車場を常に確保していなければならない
ことや台数以上の専用駐車場の確保が求められるた
め、駐車場維持コスト負担が大きい。

• 長時間駐車可能な道路スペースが殆ど存在せず、ド
イツのようなフリーフロート型が成立しにくい。

 借受場所に返却するモデル、異なるス
テーションに乗捨てできるモデル、エリア内
で自由に乗捨てできるモデル等がある。

フリーフロー 方式

（ビジネス実態面）
• 地域内、地域間、乗り捨て等、移動需要の質に細や

かに対応できる車両配置が求められるため、車両の偏
在に伴う再配置コストの回収が課題。



 所有する自家用自動車を、利用者
間で貸し借りできるカーシェアサービス

C2Cカーシェア

 主な課題：①サービスの制度上の位置付け、②安全性の確保・担保

 世界各地でC2Cカーシェアのプラット
フォーム化を狙ったベンチャーが登場、
成長を遂げている。

事例：Getaround（米）

• 2009年にカリフォルニア州で創業後、
C2Cカーシェアを米国13都市1)で展
開し、50万人近い会員1)を保有。

• トヨタ等の大
手メーカー等
とも連携。

 通常はレンタカー業の許可が必要と
想定されるが、個人には負担が大き
く取組は停滞していた。

 近年、レンタカー業にはあたらない形
でのC2Cカーシェアプラットフォームが
台頭。

事例：Anyca by DeNA

• 有償貸渡ではなく、
「共同使用」と整理
することで、C2C
カーシェアを展開。

国内の現状

サービス内容

海外動向

期待

 低コストなドア to ドアのサービス
提供

 域内の過剰な自動車の抑制

 自動車保有に係る負担の低減

1) 2017年4月時点
出所：Anyca、Getaround 192

① サービスの制度上の位置付け

② 安全性の確保・担保

（ビジネス実態・制度面）
• 既存の規制には当てはまらない「共同使用(注) 」方式に

よって事業化する動きがあるが、これによる制約も大きい。

（制度面）
• オーナーとユーザー間で、安全性確保にあたって重要な保

守・管理の主体や運行供用者責任（事故発生時の責
任）の所在の法的根拠が不明確。

日本における主な課題

(注)共同使用契約では、有償性を排除を担保するため、各サービスの
利用規約上、共同使用料は自動車の取得や維持の実費を超えな
い範囲として運用されている。また、レンタカーとの区別のため、「貸し
借り」のような言葉は使用が認められない。



 利用者の需要に応じて高頻度で運
行ルート・時刻を更新して運行する
乗合バスサービス。

準自由経路型デマンド交通（マイクロトランジット）

日本における主な課題

 スマホによる移動需要情報と車両情
報を連動させて、フレキシブルにルート
を設定する乗合いサービスが拡大し
つつある。

事例：Chariot（米）

• フォードが買収した通勤者向けのデマ
ンド交通サービス。

• 利用者の需要に
応じて停留所や
ルートを随時更新。

 道路運送法3条に基づくデマンドバス
運行にあたっては、地域公共交通会
の協議が必要。

 交通空白地帯を中心に地方で普及。

事例：笛吹市デマンドタクシー

• 山梨県笛吹市等では、電話予約で
需要を把握し、ルート・時刻を最適
化するデマンドバス
（１０人乗りワゴ
ン車）を交通空白
地で運行。

国内の現状

サービス内容

海外動向

期待

 運行事業者、利用者の双方にとって
のルート・スケジュールの最適化

 地域の足の確保への貢献

 運行網の柔軟性拡大による新規移
動需要の掘り起こし
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① 運行事業者の採算性確保

② 既存交通網との調整

（制度面）
• デマンドバスの運行にあたっては、地域の交通事業者

等をメンバーに含む地域公共交通会議の協議を経る
ことが必要とされている1)ため、実態上、新規参入者の
参入障壁が高い。結果として交通空白地帯のみでし
か認められない傾向にある。

（ビジネス実態面）
• 需要に応じて柔軟にルート等を設定することは利用者

の利便性向上と運行事業者のコスト低減を両立させ
得るもの。

• デマンドバスが運行するのは元々需要の小さい過疎地
でのみ認められる傾向にあるため、採算性の確保が難
しい状況にある。

 主な課題：①運行事業者の採算性確保、 ②既存交通網との調整

1) 国土交通省通達「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」（平成30年3月30日付）
出所：NewsPicks「【新常識】ドイツの移動が激変。未来都市を予感する“神サービス”」、Chariot、笛吹市



 配車アプリ等を用い、同方向に移動
する利用者のマッチングを行い、これ
をまとめて効率的に運送するサービス。

相乗りタクシー

 主な課題：①マッチング効率の向上、②法的位置づけの整理と本格精度化、③ルー
ト・料金の算定手法の在り方の整理

日本における主な課題

 タクシー配車サービスを提供する事業
者が併せて相乗りマッチングサービス
を提供するモデル等が普及し始めて
いる。

事例：mytaxi match（独）

• ダイムラーは2017年12月にタクシー
相乗りサービスをハンブルクで開始し、
2018年5月にはベルリンへ展開。

• タクシー料金を
最大50％節約
可能。

 タクシーによる相乗りサービス提供は
原則禁止されてきた。

 2018年に国土交通省主導のもと道
路運送法第21条への適用により、
相乗りタクシー実証を実施。本格制
度化に向けた検討が行われている。

事例：日本交通・大和自動車交通

• 2018年1～3月に東京都において
相乗りタクシーの
実証実験を実施。

国内の現状

サービス内容

海外動向

期待

 低廉なタクシーサービスの提供

 インバウンド等によるタクシー需要の
増大を見据えた供給力強化

 価格低減による新規タクシー需要の
掘り起こし
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① マッチング効率の向上

②法的位置づけの整理と本格制度化

③ ルート・料金の算定手法の在り方の整理

（制度面）
• 国土交通省において相乗りタクシーの本格制度化に

向けた検討が行われている。明確な法的位置づけを
整理し、精度化することが必要。

（ビジネス実態面）
• 十分な母数が得られない場合、乗客同士のマッチング

の成功率が低く、長時間の待ち時間を要することにな
る。

（制度面）
• 相乗りサービスを乗合事業として行う場合には、その

ルート・料金の算定手法について、乗用旅客運送事
業（タクシー事業）との兼ね合いが課題。

出所：mytaxi、日本交通





 一般ドライバーが自家用車を用いて乗
客を運送するサービス。

ライドヘイリング

 スマホを用いて、移動需要と自家用
車及びそのドライバーをリアルタイムに
マッチングするサービスがグローバルに
拡大。交通渋滞や既存事業者の事
業圧迫等を背景に規制を求める動
きも。

事例：Uber X（米）

• 事業許可を受けていない一般ドライ
バーが運転する自家
用車と乗客をマッチ
ングするサービス。

 有償での旅客運送に関しては、基本
的にバス・タクシー等でこの需要に対
応しており、交通空白地などの場合
には自家用有償旅客運送制度にお
いてこれに対応している。

 自家用有償旅客運送は、市町村に
よる住民の運送、NPO等による交通
空白地での運送、NPO等による移
動困難者の運送に制限1) 。

 さらに地域の交通事業者等をメン
バーに含む地域公共交通会議等の
協議を経ることが必要。

国内の現状

サービス内容

海外動向

期待

 既存サービスでカバーできなかった移
動需要への対応

 地域の足の確保への貢献

 遊休資産の有効活用
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1) 法的根拠は、道路運送法第78条、道路運送法施行規則第49条など
出所：Uber

日本における主な課題

① 自家用有償旅客運送制度の精査

（ビジネス実態・制度面での課題）
• 交通空白地における自家用有償旅客運送制度の運

用等について、地域の移動ニーズに十分マッチしている
か。

 主な課題：①自家用有償旅客運送制度の精査





 複数の交通モーダル（鉄道・バス・タ
クシー・カーシェア等）を統合し、アプ
リを通じた一元的な検索・予約・決
済を実現したサービス。

マルチモーダルサービス

 主な課題：①モビリティ関連データの流通促進、 ②中小規模の交通事業者の基礎的
情報のデジタル化

 欧米を中心にマルチモーダルサービス
の構築事例が次々と出現。特に、都
市起点が特徴。

事例：Whim by MaaS Global
（フィン）

• フィンランド政府の後押しを受けて実
証実験を開始し、現在ではヘルシン
キや英国ウエスト
ミッドランズにおいて
サービスを展開。

 マルチモーダルサービスについては、検
索、予約の一部統合など、部分的な
取組に留まっているのが現状。

事例：JR東日本

• JR東日本は、モビリティ変革を推進
するコンソーシアムを運営しており、そ
の中で「Door to Doorの推進」につ
いても検討。

国内の現状海外動向

期待

 移動需要へのスマートアクセス

 ワンストップ化による利便性向上

 移動の最適化によるコスト低減

 道路交通安全・環境・渋滞問題等
の改善
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サービス内容 日本における主な課題

① モビリティ関連データの流通促進

② 中小規模の交通事業者の基礎的情報のデジタル化

（ビジネス実態面）
• 基礎的情報の標準化やAPI連携等のデータ連携の

仕組みの構築が課題。

• データ提供者のインセンティブ・メリットが見えにくい。

（ビジネス実態面）
• 中小規模事業者を中心に、会社ごとに予約システム

の仕様やデータ形式が異なる場合があることに加え、
地方の中小バス事業者では経路検索に必要な情報
等の基礎的情報がデジタル化されていない。

出所：MaaS Global、JR東日本
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（参考）モビリティ関連データの流通推進に関する海外動向
 イギリスやフィンランドでは、行政を中心にオープンデータ推進の取り組みが進む。

 ドイツでは、従来より都市の交通事業者による「運輸連合」の形成が進められており、競
争政策上の制約も小さいため、データ共有等の事業者間連携が比較的スムーズに行わ
れている。

イギリス（ロンドン）

フィンランド

• MaaSの推進に向けて、運輸交通省が「輸送サービスに関する法律」の施行
（2018年）を通じて下記を推進

①道路交通関連の規制一本化

②交通事業者に対するオープンデータやオープンAPIの義務付け
出所：フィンランド運輸交通省

• ロンドン市では、2007年に市長がオープンデータ化を決断

• 以降、提供対象（データ）を拡大し、現在では運行情報、路線図、地図、などの静
的データ、リアルタイムデータのAPI等を公開するに至っている。

出所：LONDON DATASTORE

ドイツ

ゾーン制運賃の導入
出所：HVV（ハンブルク運輸連合）

• ドイツでは、交通事業者による「運輸連合」を競争制限禁止法（独占禁止法に相
当）の「包括的適用除外」として位置づけてきた。ハンブルグなどの一部の都市では、
「運輸連合」内交通事業者の共通運行計画や共通運賃を導入。

• 近年は、「ラストワンマイル」解消のため、自転車やカーシェア等の移動手段を含めた
「モビリティ連合」化を進めており、データの連携も比較的スムーズに行われている。



貨客混載

 主な課題：①物流車両による混載運送の担い手の登場、②旅客・貨物運送事業兼
業（掛け持ち）の促進に向けたルール整備
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① 物流車両による混載運送の担い手の登場

② 旅客・貨物運送事業兼業（掛け持ち）の促進に向けた
ルール整備

日本における主な課題

 旅客運送と貨物運送事業規制の制
度上の区分が存在しない又は比較
的緩やかな米国等では、人の移動
サービスと合わせた（同一車両を活
用）貨物運送事業が一般化。

事例：Amazon（米）

• Amazonは、2014年に既存のタク
シーを用いた荷物
配送サービスを
実証。

 路線バスは貨物運送の許可を取得
しなくとも350kg未満の荷物を運ぶ
ことが可能。

 貸切バス・タクシーは過疎地域に限り、
貨物運送の許可の取得（車両の掛
け持ち）が可能に1)。

事例：二葉観光運輸（岡山県）

• 2018年1月に全国で初めてタクシー
事業者が貨客混載運送の認可を取
得。

国内の現状

サービス内容

海外動向

期待

 物流業界等における人手不足の解
消

 混載進展による人とモノの輸送効
率化

 地域の足の確保への貢献

（制度面）
• 貸切バス・タクシーによる貨物運送の許可の取得（車

両の掛け持ち）は過疎地域のみに制限。

• 過疎地域以外においても、救援事業として社会通念
上貨物運送行為とみなされない範囲でタクシーが貨
物を運ぶことは可能だが、許可基準が不明瞭であり、
安定的な事業運営に課題。

 旅客運送事業者による貨物運送と、
貨物運送事業者による旅客運送の
両方を含んだ、人とモノの混載運送
サービス。

（ビジネス実態面）
• 物流車両を用いた貨物運送事業者による旅客輸送

に対し、地域の足の確保への期待がある一方、物流
業界における人手不足等を背景に実施主体が不在。

1) 国土交通省通達「旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を
用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について」（平成29年8月7日付） 出所：国土交通省 報道発表資料、Amazon



ラストマイル配送無人化

 主な課題：①無人配送ビークル等の公道走行に向けたルール整備（配送専用車両
の安全性確保など）
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 米国や欧州、中国を中心に自動運
送モビリティの開発や実証が実施され
ている状況も本格サービス展開は緒
についたばかり。

事例：Starship Technologies
（米）

• Starship Technologiesは、小型
の自動運転配達ロボットを開発・実
証している米スタートアップ企業。

• 実証での走行距離
は10万kmに到達。
(17年10月)

 施設内や特区において自動運転モビ
リティを活用した実証が開始。一方で
公道での無人配送ビークルを活用し
た実証は実施されておらず。

事例：CarriRo Delivery by 
ZMP

• ZMPは、自動走行宅配ロボット
「CarriRo Delivery」を開発し、
2017年に日本郵便と実証実験を
実施。実証は施設内にとどまり、道
路上では未実施。

国内の現状海外動向

期待

 ラストマイル配送にかかる省人化・自
動化

 過疎・輸送困難地域への配送の実
現

 ラストマイル配送において、無人配送
ビークルやドローン等の新しい自動運
転モビリティ（車両）を活用した配
送サービス。

1) 道路法 第2条 に定める道路
出所：ZMP、Starship Technologies

日本における主な課題サービス内容

① 無人配送ビークル等の公道走行に向けたルール整備

（制度面）
• 無人配送ビークル等の新しい形態の車両については、

道路交通法上の取り扱いが想定さてれおらず、取り扱
いが不明確な場合がある。

• 車両として整理された場合、「道路」1)を走行するには
道路運送車両法における保安基準への適合が必要
とされるが、既存の保安基準との整合の確保が困難
な場合が多い。

• また、現状、車両による歩道の走行は実証実施も困
難。

• ドローンにおいては空域との関係で第三者上空での
ルール整備が課題。
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移動サービスと周辺サービスの連携

 主な課題：①移動・非移動事業者間のデータ流通の促進、②移動サービスコストを賄
うビジネスモデルの構築

① 移動・非移動事業者間のデータ流通の促進

② 移動サービスコストを賄うビジネスモデルの構築

日本における主な課題

 Uber等の海外プレイヤーが移動サー
ビスに加えてデリバリーサービスを提供
中。

 国内プレイヤーでは一部ベンチャーを
中心に取組開始。

事例：nommoc

• 福岡発ベンチャーのnommoc（ノ
モック）は、タクシー車内で広告配信
を実施し、広告収入によるタクシーの
無料化を目指している。

国内の現状

サービス内容

期待

 移動と非移動の連携による新価値
創造・マネタイズ

 非移動サービスと移動サービスのワ
ンストップ化による利便性向上

（ビジネス実態面・制度面）
• 移動・非移動事業者双方による情報の公開・標準化、

API連携等のデータ流通の促進が課題。

• 移動・非移動事業者間での個人情報等、活用される
移動情報・データの取扱に関する考え方が不明確。

 既存のモビリティサービスのインフラを
活用し、フードデリバリー提供や広
告・クーポン配信等を活用した消費
誘導を行うサービス。

（ビジネス実態面・制度面）
• 移動サービスのコストを賄うだけの収益化に至っている

ケースは少なく、幅広い異業種間連携も見据えたビジ
ネスモデルの確立が重要に。

• 非移動サービスとの連携により移動サービスの運賃を
低減させる余地が出てくるが、ルール上運賃設定の柔
軟性が低く、そうしたビジネスモデルが構築しにくい。

 北米やアジアを中心に自動車メー
カーやライドシェア事業者が移動サー
ビスと合わせてフードデリバリーや広
告・クーポン配信サービスによるショッ
ピングセンター、観光地等への誘導を
提供中。

事例：UberEATS・UberRUSH
（米）

• ドライバーネットワークを活用し、フード
デリバリーおよび
商品当日配送を
提供中。

海外動向

出所：Uber



コネクテッドカーサービス

 主な課題：①データの取得・通信・利活用ルール確立、②遠隔車両診断結果の車検
への適用
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① データの取得・通信・利活用ルール確立

② 遠隔車両診断結果の車検への適用

日本における課題

 コネクテッドカーサービス市場のポテン
シャルを踏まえて、自動車業界内外
から多種多様なプレイヤーが参入中。

事例：Bosch（独）

• 車両の予期せぬ故障を最大80%
削減できる故障予兆診断サービスを
実証中。

• 2019年から
サービス
開始予定。

 車両一体型車載通信機を活用した
自動車メーカーのサービス展開に加え
て、後付け車載機器を活用してベン
チャー等新規プレーヤーが参入中。

 一方、コネクテッド化による車両診断
を活用した「車検」までは実施されず。

事例：LINKDrive by GMOクラウ
ド

• 後付け車載機器を用いて、車両状
態の遠隔診断等を行えるサービスを
開始。

国内の現状

サービス内容

海外動向

期待

 運転・車両データを活用した販売金
融・保険、アフターメンテナンス、中
古車査定への活用等のサービスの
高付加価値化

 車両のコネクテッド化により収集可
能となったデータの活用による付加
価値創出

（ビジネス実態面・制度面）
• データの取得・通信・利活用を拡大していくにあたり、

データ共有スキーム・連携、プライバシー確保の在り方、
データ越境、セキュリティリスク、インフラ・車両の通信プ
ロトコル・通信帯等のルール、考え方が確立されていな
い状況。

 車両のコネクテッド化を通じた、メンテ
ナンス、業務オペレーション等の高度
化サービス。

（制度面）
• 従来より車検で見ている検査項目について、コネクテッ

ドによる車両診断サービスによって個車単位で定期的
/定常的に診断することができる可能性が高まる中、
制度面での見直しは今後の課題に。

出所：NTTドコモ、Bosch
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公共交通事業者による取組：JR東日本

 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展開。

マルチモーダルサービスに向けた取組
• 2017年9月に、オープンイノベーションによりモビリティ

変革を創出する場として「モビリティ変革コンソーシア
ム」を設立。

• コンソーシアム内の「Door to Door推進WG」では、
鉄道ネットワークを中心としたモビリティ・リンケージ・プ
ラットフォームを構築し、出発地から目的地までの
「シームレスな移動」の実現を目指す。

マルチモーダルサービスの実証実験
• 「Door to Door推進WG」での具体的な取組とし

て、2018年8月から日立と共同で、マルチモーダルア
プリ「Ringo Pass」を用いた複数の交通手段(シェア
サイクル・タクシー)の利用を実証。

• また、2018年10月からNTT・NTTデータと共同で、
Suica認証による交通事業者・デマンド交通・商業
施設が連携したMaaSの実現を目指し、第一弾とし
てデマンド交通連携の実証実験を開始。

• 上記WGでの取組以外にも、東急電鉄と共同で、
「観光型MaaS」の実証実験を実施予定。

出所：JR東日本

JR東日本
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公共交通事業者による取組：東急電鉄

 東急電鉄は、マルチモーダルサービスの取組として、郊外型MaaS及び観光型MaaSの
実証実験を推進。

出所：東急電鉄

郊外型マルチモーダルサービスの実証実験

• 郊外住宅地の維持・発展を目的に、様々なモビリ
ティサービスを組み合わせた「郊外型MaaS実証実
験」を、東京都市大学、株式会社未来シェアと協力
して、2019年1~3月に実施。

• ハイグレード通勤バス、オンデマンドバス、パーソナルモ
ビリティ、カーシェアの４つのモビリティを組み合わせた
モビリティサービスの構築を目指す。

観光型マルチモーダルサービスの実証実験

• 東急電鉄とJR東日本は、国内外観光客が複数の
交通機関を、スマートフォンで検索・予約・決済し、
目的地までシームレスに移動できる２次交通統合型
サービス「観光型MaaS」の実証実験を2019年4月
から開始予定。

• 鉄道、バス、AIオンデマンド乗合交通、レンタサイクル
などの交通機関を利用可能。

東急電鉄
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公共交通事業者による取組：小田急電鉄

 小田急電鉄は、マルチモーダルサービスの取組として、MaaS実現に向けた体制を構築し、
他の事業者とのサービス間連携も拡大していく方針。

マルチモーダルサービスの実証実験

• 2018年12月、「小田急
MaaS」の実現に向けて、ヴァル
研究所、タイムズ24、ドコモ・バイ
クシェア、WHILLと提携。

• 小田急とパートナー企業4社は
システム開発やデータ連携、サー
ビスの検討を相互に連携・協力
する方針。

• 2019年末までにアプリを使った
実証実験を郊外（新百合ヶ丘・
町田エリア）や観光地（箱根エ
リア）で行う予定。

マルチモーダルサービス間の連携

• 2019年1月、小田急とJR東日
本は、各鉄道会社間の境界を
越えた「MaaS」の連携について
検討を開始。

• 例えば、混雑や遅れの情報に基
づく迂回乗車経路の提案などの
サービス提供に取り組む予定。

• 他の鉄道事業者等との連携も
順次拡大していく考え。

出所：小田急電鉄

小田急電鉄

マルチモーダルサービスのトライアル

• 2018年9月、江の島周辺にお
いて神奈川県や江ノ島電鉄と共
同で実施する自動運転バスの実
証実験にあわせて、マルチモーダ
ルサービスのトライアルを実施。

• スマホアプリ「Yahoo!乗換案内」
で、自動運転バスの予約など移
動に関する様々なサービスを一
括して提供。
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公共交通事業者による取組：JapanTaxi

 JapanTaxiは、タクシー配車サービスを提供しているほか、相乗りタクシーの実証実験等
も実施。

タクシー配車サービスの提供

• 2011年に日本初のタクシー配車アプリの提供を開
始し、2018年には全国約7万台と日本国内のタク
シー車両のおよそ1/3をカバーし、600万ダウンロード
を誇るまでに拡大。

• Google Mapsや音声AIなどの様々なサービスに
APIを公開・連携しているほか、決済、経費精算にも
対応。

相乗りタクシーの実証実験等

• 2018年1～3月に東京都において相乗りタクシーの
実証実験を実施。他にも、2017年に事前確定運
賃の実証実験、2018年に変動迎車料金の実証実
験、福岡市でのマルチモーダルサービスの実証実験な
どに参加。

• タクシーのキャッシュレス
化に向けて、広告タブ
レット・決済機付きタブ
レットについて、2020
年までに全国5万台の
展開を目指す方針。

出所：JapanTaxi

JapanTaxi
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自動車業界による取組：トヨタ(my route)

 トヨタは、西日本鉄道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。

マルチモーダルサービスの実証実験

• トヨタと西日本鉄道は、交通および店舗・イベント情
報のサービサー8社と協力し、2018年11月からス
マートフォン向けマルチモーダルモビリティサービス「my 
route」の実証実験を福岡市で開始。

• my routeは、「店舗・イベント情報の提供」から実際
の「移動手段の検索・予約・決済」まで、移動に関す
る一連の機能をアプリひとつで提供し、福岡市内にお
ける「円滑な移動のサポート」や「街の賑わいの創出」
への貢献を目指す。

• 実証実験において、トヨタはアプリと決済プラットフォー
ムの開発・運営、トヨタのレンタカーの情報提供を担い、
西鉄は自社が運行するバスの位置情報や、西鉄グ
ループが持つ店舗・イベント情報(「天神サイト」など)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西鉄として初めて販売。

トヨタ

出所：トヨタ
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自動車業界による取組：日産

 日産は、無人運転車両によるモビリティサービスの開発を進めているほか、ステーション型
B2Cカーシェアの提供や、お買い物代行サービスの提供に向けた取り組みを実施。

出所：日産

お買い物代行サービスの提供

• お買い物代行事業においてダブ
ルフロンティアとの戦略的提携に
合意し、2019年夏からの共同
事業開始に向け、同年4月より
実証実験を開始予定。

• 実証実験では、Twidyお買い物
代行サイトと日産自動車の軽商
用車「NV100 クリッパー」を組み
合わせて大型マンションに提供。

ステーション型B2Cカーシェア提供

• 2018年1月から、EVを対象とし
たステーション型B2Cカーシェア
「NISSAN e-シェアモビ」を開始。

• 利用者にドライビングの楽しさと
快適さを提供する電動化技術や
自動運転技術などを体感しても
らうことが目的。

• 2019年1月には、 一部地域で
「NISSAN e-シェアモビ」として
初のワンウェイ運用を開始。

無人運転車両によるモビリティサー
ビスの実証実験

• 無人運転車両を活用した新しい
交通サービス「Easy Ride」を
DeNAと共同開発。

• 「もっと自由な移動を」をコンセプ
トに、移動手段の提供にとどまら
ず、地域の魅力に出会える体験
の提供を目指す。

• 2018年3月に初期的な実証実
験を実施。

日産
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自動車業界による取組：マツダ

 マツダは、交通弱者や過疎地での移動課題の解決を目指し、広島県三次市においてコ
ネクティビティ技術を活用した移動サービスの実証実験を実施。

将来のライドシェアを見据えた移動サービス実証実験

• 2018年12月、広島県三次市において地域住民、
広島県および三次市と連携して、コネクティビティ技
術を活用した移動サービス実証実験を開始。

• マツダはこの実証実験において、地域移動サービスで
用いる運行管理システムおよび利用者用アプリの開
発を担当。実証実験で得られたデータを蓄積し、次
世代コネクティビティ技術や自動運転技術と組み合
わせたライドシェアサービスの開発を目指す。

社会の課題解決を目指すビジョン

• 2017年8月、2030年を見据えた技術開発の長期
ビジョンとして、「地球」、「社会」、「人」それぞれの課
題解決を目指す新しいチャレンジ「サステイナブル
“Zoom-Zoom”宣言2030」を策定。

• 「社会」領域のアプローチの一つとして、コネクティビティ
技術の活用により、クルマを使う人が交通弱者や過
疎地での移動を支える役割を担えるビジネスモデルの
創造に取り組む方針。

マツダ

出所：マツダ
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自動車業界による取組：KTグループ

 KTグループは、横浜市でのシームレスな移動の実現に向け、神奈川のトヨタ販売店等と
共に、マルチモーダルのアプリ提供などのトータルモビリティサービス構築に取り組む方針。

マルチモーダルサービスに向けた取組

• 横浜市では、横浜都心臨海部において、移動自体が
楽しく感じられるような多彩な交通サービスの導入を
進めていくため、民間事業者等の皆様から様々な提
案を募集。その結果、シームレスな移動サービスの実
現を掲げた提案が採択。

• 来街者に楽しく快適な移動体験を提供するため、マ
ルチステーションを拠点とした超小型モビリティのシェアリ
ングサービスや、循環水素バスなど先端技術を用いた
様々な交通モードを導入するとともに、予約・決済機
能のあるアプリの提供などに取り組む方針。

出所：横浜市

KTグループ
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自動車×通信による取組：MONET Technologies

 MONET Technologiesは、新しいモビリティサービスの構築に向けて設立され、自動運
転社会の実現を見据えたオンデマンドモビリティサービスの実証実験を展開。

新しいモビリティサービスの構築に向けた新会社設立

• トヨタとソフバンクは2018年10月、新しいモビリティ
サービスの構築に向けて戦略的提携に合意し、新会
社「MONET Technologies」を設立して2018年
度内を目処に共同事業開始すること発表。

• MONETは、コネクティッドカーの情報基盤であるトヨ
タの「モビリティサービスプラットフォーム」と、スマホやセ
ンサーなどからのデータを収集・分析するソフトバンクの
「IoTプラットフォーム」を連携させた新しいモビリティ
サービスを提供予定。

オンデマンドモビリティサービスの実証実験

• 自動運転社会の実現を見据え、次世代のオンデマン
ドモビリティサービスの提供に向けて全国の17自治体
と連携を開始。

• 2018年度中には横浜市、豊田市、福山市でオンデ
マンドバスの実証実験を開始予定で、まずは、2019
年2月から豊田市で実証実験を実施。

• また、三菱地所と連携して、2019年2月から、丸の
内エリアを発着地点とした「オンデマンド通勤シャトル」
の実証実験を開始。

出所：MONET Technologies、ソフトバンク

MONET Technologies
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通信事業者による取組：NTTドコモ

 NTTドコモは、総合カーシェアプラットフォームやタクシー需要予測サービスを提供している
ほか、オンデマンドバスの実証実験も展開。

出所：NTTドコモ

オンデマンドバスの実証実験

• NTTドコモとNEDOは、横浜市と
共同で、2018年10~12月に
AI運行バス(オンデマンドバス)の
実証実験を実施。

• 実証実験では、リアルタイムで最
適な車両・ルートを導き出すAI
配車機能に加え、店舗・商業施
設が施設情報や集客用クーポン
をリアルタイムに利用者に伝える
情報配信機能を統合。

タクシー需要予測サービスの提供

• AIを活用したリアルタイム移動需
要予測技術で未来のタクシー乗
車需要を予測するサービス「AIタ
クシー」を、2018年2月から企業
向けに日本全国で提供を開始。

• 「AIタクシー」は、現在から30分
後までの未来のタクシー乗車需
要の予測結果などのデータをオン
ラインで配信。

総合カーシェアプラットフォーム提供

• 2017年11月から、用途や場所、
利用日にあわせて、好きな車を
選んで、利用できるサービス「d
カーシェア」を提供開始。

• 「カーシェア」「マイカーシェア」「レン
タカー」の3つのサービスが、1つの
プラットフォーム上で利用でき、3
サービスの全車両を対象に、検
索から予約、決済(「レンタカー」
は除く)までが可能。

NTTドコモ
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通信事業者による取組：未来シェア

 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に参画。

タクシー配車・オンデマンドバスのシステム
• タクシー(デマンド交通)と路線バス(乗合い交通)の長

所を融合した、時間・ルートを固定せず需要に応じて
乗合い車両を走行させるシステム「SAVS」を提供。

• スマートデバイス(IoT)とクラウドプラットフォームをベー
スとしたアプリケーションにより、人工知能(AI)がリアル
タイムに完全自動(無人)で車両の最適な走行ルー
トを決定。

• お台場、函館、境港、名古屋などで実証済。

マルチモーダルサービスの実証実験
• 2019年2月、静岡県静岡市で行われる「居住者を

対象としたMaaS実証実験」（実施主体：公立は
こだて未来大学、産業技術総合研究所、名古屋大
学、静岡鉄道株式会社、後援：静岡市）に参画
し、相乗りタクシーと鉄道・路線バスの複合経路検索
サービスを提供。

• 実証実験では、ヴァル研究所の「複合経路検索サー
ビス『mixway』」と未来シェアの「SAVS（AI相乗り
タクシー）」が連携したMaaSシステムを提供。

出所：未来シェア

未来シェア
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交通サービス事業者による取組：ナビタイム

 ナビタイムは、マルチモーダルな経路情報サービスを提供しており、一部の交通機関につい
ては予約・決済サービスも提供。

マルチモーダルな経路情報サービスの提供

• 経路情報サービスの主要なコンテンツプロバイダーとし
て、月間のアクティブユーザ数は5,100万人に上る。
バス会社の網羅率は100％1であり、網羅的なマル
チモーダルサービスを目指している。

• 出発地から目的地まで、電車・飛行機・クルマ・徒
歩・バスなど、様々な交通手段から最適なルートを案
内する、ドアtoドアのルート検索サービス「トータルナ
ビ」を提供。

予約・決済サービスの提供

• 行きたい場所から旅行プランの作成と、航空券・宿泊
施設予約のできる新サイト「NAVITIMEトラベル」を
2016年10月より提供開始。サイト上では、航空券
単体、宿泊施設単体、航空券＋宿泊施設のパッ
ケージの予約・決済が可能。

• 他に、2017年6月から『PC-NAVITIME』
『NAVITIME』『乗換NAVITIME』にて「九州新幹
線」のネット予約サービスとの連携を開始。

出所：ナビタイム
注釈：1) 国土交通省の「全国乗合バス事業者の移動円滑化基準適合車両導入状況」に掲載されている事業者のうち、総車両台数5台以上ある事業者のすべて。

ナビタイム
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旅行事業者による取組：JTB

 JTBは、旅行業法を活用して福岡市・北九州市で定額タクシーサービスを提供していた
ほか、会津若松市ではオンデマンドバスの実証実験を実施。

定額タクシーサービスの提供

• 70歳以上の高齢者向け定額乗り放題のタクシー定
期券サービス「JTBジェロンタクシー」の社会実験を
2016年1月から福岡市内で実施。2018年1~3月
には、同サービスを北九州市で期間限定で実施。

• 「JTBジェロンタクシー」は、自宅とあらかじめ登録した
2カ所の指定目的地の間を1カ月間定額乗り放題で
利用できる定期券型のタクシーサービスであり、旅行
業法の募集型企画旅行商品で商品化を実現。

オンデマンドバスの実証実験

• 会津電力、NTTドコモと連携して、AI運行バスを活
用した「モビリティ・シェア事業」の実証実験を会津若
松市内で2018年3月下旬に実施。

• 同事業は、観光スポットと人口密集地が重なるという
特徴のある同市内で、「観光客と生活者の双方が利
用できるシェアリング交通」をコンセプトに、AI運行バ
スという交通の仕組みを活用するもの。

• 3社の連携の中で、JTB
は、「旅行商品としての
商品化や既存チャネル
を活用した販路確保等
による、販売スキームの
構築」という役割を担う。

出所：JTB

JTB
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物流事業者による取組：ヤマト運輸

 ヤマト運輸は、様々な事業者と連携して貨客混載を実施しているほか、藤沢市では
DeNAと連携してラストワンマイル配送無人化の実証実験を実施。

ラストワンマイル配送無人化の実証実験

• ヤマト運輸とDeNAは、神奈川県藤沢市内の一部
地域において、自動運転社会を見据えた次世代物
流サービスの実現を目指すプロジェクト「ロボネコヤマ
ト」を2017年4月から約1年間実施。

• 車内に保管ボックスを設置し、利用者が荷物を望む
時間帯に望む場所で受取ることができるオンデマンド
配送サービスと、地元商店の商品をインターネット上
で一括購入し、運んでもらうことができる買物代行
サービスを提供。

出所：ヤマト運輸

ヤマト運輸

貨客混載の実施

• 2018年2月、ヤマト運輸と日本郵便は、宮崎交通
の路線バスを活用した「貨客混載」の共同輸送を開
始(宮崎県西米良村と西都市とを結ぶ路線)。

• 貨客混載で、複数の宅配大手が共同輸送を行うの
は全国で初めての試み。





地域密着型のお買い物代行サービス
• 近所の「クルー」が、自分の買い物のついでに、お買い

物リクエストに応じて商品を届けてくれる、お買い物代
行サービス“Twidy（ツイディ）”を提供。

• 子育て世代の主婦や、夫婦共働きのビジネスマン・
キャリアウーマン、スマホを使いこなせるシニア世代など
がサービスの利用者。

• お買い物代行事業のため、利用する車は、白・黄色
ナンバーも利用可能（宅配事業の場合は、緑・黒ナ
ンバーのみ）。

空き駐車場の予約・貸し出しプラットフォーム
• ユーザー間で、駐車場の貸し借りを可能にするシェア

エコサービス。空いている月極駐車場などを、15分か
ら１日単位で予約・貸し借りが可能。

• “「あいたい」を、モビリティでつなぐ。“がビジョン。駐車
場の利用ができないことで、移動ができない人を減ら
したい、という思いがある。

• モビリティ関係の事業者や不動産関係の事業者など
から出資を得ている。
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ベンチャーによる取組：akippa・ダブルフロンティア

 akippaは、空き駐車場を保有する事業者や個人と、その利用者をつなげるシェアエコ事
業を展開。

 Twidyを運営するダブルフロンティアは、スーパーマーケットなどの店舗と連携し、買い物が
したくてもできない利用者の買い物代行サービスを展開。

出所：akippa

akippa ダブルフロンティア

出所：ダブルフロンティア





• 2018年9月にMaaS事業部を立ち上げ。MaaSの
中での『最後の１ピース』としての役割を目指す。

• まずは空港など施設内での自動運転システムを活用
した利用に向け、スキポール空港（オランダ）、ヒース
ロー空港（英国）などでの実用化を目指す。

• また、施設側との連携による移動の最適化に向け、
2019年2月には、三菱電機と協力し、自動運転シ
ステムと建物のIoTの連携による実証実験を実施。

• 世界各地５０都市以上で乗合システムを提供。
Via社自身で展開する乗合い事業（ニューヨーク、ロ
ンドン等）の他、タクシー、2階建て大型バス、メトロ
との連携や、地方の赤字バスの代替シャトル便などに
OSを提供。また、電気自動車、自動運転車を使用
した乗合いサービスも、2018年より開始している。

• 独自のアルゴリズムによる、バーチャルバスストップなど
乗合経路最適化に強み。

• 日本では、森ビルの社員を対象とした通勤・外勤のオ
ンデマンド乗合いシャトルを実施中。
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ベンチャーによる取組：Via・WHILL

 Viaは、世界規模で、オンデマンドの乗合いシステムを展開。日本においては、森ビルと協
働し、2018年8月より社員向けオンデマンドシャトルの実証を実施中。

 WHILLは、これまでの電動車いすの開発・製造・販売に加え、新たにMaaS事業を立ち
上げ、2019年2月には自動運転システムと建物のIoTの連携による実証実験を実施。

Via WHILL

出所：Via 出所：WHILL




