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基本方針 事業目的

• 経済産業省では、Connected Industries重点５分野の協調領域に

おける複数企業者間でのデータ収集・活用（共有・共用）を目的と
して、民間事業者等が実施する、データ標準・互換性、API連携等

の検証、またはデータ共有基盤の構築に向けた事業に対して、
重点分野におけるデータ連携、共有事業の創出を支援している。

• 重点５分野の一つに挙げられているモビリティサービス分野では、
これまで自動車等の車両を製造する「ものづくり」が主な付加価
値となっていたが、今後は「CASE」化の進展により、製品市場投

入後の様々なサービスの提供やアフターマーケット等の領域で大
きな市場成長が期待されているところ。さらに、MaaSの市場規模
は米国、欧州、中国の３地域で2030年までに１兆5000億ドルに達
し、年間成長率は24％に上ると推定されている。

• モビリティサービスの進展により、交通システム全体の効率化を
通じた省エネルギー化が期待されている。また、世界でも、新た
なモビリティサービスの市場への注目が集まっており、特に欧州
の自動車メーカー勢や米国・中国等の大手ＩＴ企業を中心に、新た
なサービス創出を視野に入れた研究開発やビジネス化の取組が
進められている。

• これらの都市/地域交通やラストワンマイル物流、EV導入による

バッテリーのアフターマーケット等の新たなサービス・ビジネスは、
自動走行や業種毎の安全規制等の各国の規制制度の動向も踏
まえ、一定の地域性が見込まれるものではあるが、サービスの基
盤となるデータやシステムの領域では、グローバルで一気にプ
ラットフォーム化が進む可能性がある。

• 本事業では、こうした問題意識の下、新たなモビリティサービスを
世界に先駆けて我が国で実現し、我が国企業がプラットフォーム
機能や付加価値を世界で獲得していくため、モビリティサービス
実現による省エネルギー等の効果を踏まえ、複数の交通事業者・
サービス事業者等の間で必要なデータの連携が行われるための
データ・システム連携の標準のあり方について検討及び調査を行
い、主要市場でのルール作りへの関与の方策や具体的な国際標
準化の方向性・戦略について検討を行う。

• これらの検討は、有識者やMaaS関連の事業者による研究会にお

いて行うこととする。研究会は、上記の検討・調査を踏まえた上で、
モビリティサービスの基盤整備に向けたユースケースやアーキテ
クチャを検討することを目的とする。

• なお、本事業で検討するユースケースやアーキテクチャについて
は、平成３１年度以降に実施される各種実証事業において、基礎
情報として活用することを想定している。

• 具体的には下記の検討を実施する。

1. モビリティサービスに関する標準化動向等の基礎調査

2. モビリティサービスの基盤整備に向けたユースケースに関
する研究会の運営

3. モビリティサービスの基盤整備に向けたユースケースや
アーキテクチャの調査

4. 調査報告書の作成

目的背景
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本調査では、鉄道・バス・タクシー・自転車等の複数交通モードの経路検索・予約・決
済を一元的に行えるサービスをMaaS（Mobility-as-a-Service）と定義*する。

Note: * 経済産業省（モビリティと地域・都市の未来プロジェクトチーム）では、「IoTやAIを活用した新しいモビリティサービス」を広義のMaaS、「複数の交通モーダルを統合し、
一元的に検索・予約・決済が可能なマルチモーダルサービス」を狭義のMaaSとして定義。本調査では、MaaSとして後者のみを対象とする。

出所：MaaS Global

（参考）MaaSのサービス定義

MaaSの世界的な代表事例 – Whim by MaaS Global

提
供
サ
ー
ビ
ス
の
概
要

サービス内容

歴史

都市

人口 [人]

人口密度 [人/km2]

主な公共交通

提
供
エ
リ
ア

Helsinki

635,181 (2017/01時点)

2,934 (2017/01時点)

バス、トラム、地下鉄、フェリー

鉄道・バス・タクシー・自転車等の複数
交通モードの経路検索・予約・決済を
一元的に行えるサービスを提供

料金体系として、従量課金方式と定額
課金方式（サブスクリプション）を展開

2015年、MaaSコンセプトの生みの親と
される当時ITS Finland CEOのSampo

Hietanen氏がMaaS Finland（2016年に
MaaS Globalに改称）を設立 導入効果

2017年に行われたWhimユーザーへの調査結果によると、
Whimの使用によって、公共交通の分担率が48%から74%に増
加し、毎月のタクシー乗車回数・支払金額がWhim使用前に比
べて4倍に増加した

ビジネスモデル
主な収益源は、収益源は交通サービスのチケット販売に係る
マージン（エンドユーザへの交通サービス提供金額と、交通事業
者からのチケット仕入金額の差額）

今後の狙い
2017年から英国のWest MidlandsでWhimのサービスを開始する
など、グローバルに展開地域を広げていく狙い

2019年2月には、2019年10月に日本に上陸する目標を公表

Whimのサービスイメージ

サービス名称

実施主体

提供開始時期

Whim

MaaS Global

2016年～

ユーザー数 [人] 6万人（2018年9月時点, ヘルシンキ内）
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欧州では、2014年にITS FinlandがITS European CongressでMaaSのコンセプトを
発表し、これを受けて取組進展が本格化。近年になって標準化の動きも開始された。

Note: 1)設立当初はMaaS Finlandという社名だったが、2016年6月に社名をMaaS Globalに改称 2) LVM：Ministry of Transport and Communications、フィンランド運輸通信省
3) Tekes：Finnish Funding Agency for Technology and Innovation、フィンランド技術庁 4) DB： Deutsche Bahn、ドイツ鉄道

MaaSを取り巻く欧州の動き（時系列）

MaaS（Mobility-as-a-Service）を取り巻く欧州の動き

欧州レベルでの
取組化・標準化

各国での
プロジェクト
進展

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ド
イ
ツ

 ITS Finland下シンクタンクで
MaaSコンセプト提唱が始まる

 ITS European Congressで
MaaSコンセプト正式発表

MaaS関係者の協力推進のため
MaaS Alliance発足

LVM2とTekes3が合同で
MaaS事業者の公募開始

Whim by MaaS Global、Reissuなど、
各地でプロジェクト採択・導入が進む

MaaS Global社設立1

そ
の
他

SMILE Project（墺） Wien Mobilとして事業展開（墺）

UbiGO（スウェーデン） WhimがUKに展開（英）

Qixxit（独）

欧州での横展開に向けて
MaaSプロジェクト内で標準化も検討

‒ iMoveプロジェクト
‒ MaaS4EUプロジェクト
‒ MyCorridorプロジェクト

Daimlerがマルチモーダル
サービスのmoovelを開発

BMWとDaimlerが
モビリティサービス
事業統合を発表

スピンアウト

DB4がビジョンに “Door to Door”と明記し
マルチモーダルに向けた実証を実施

出所：ADL分析
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複数の交通モードを跨いだ案内・予約・決済を行うMaaS（Mobility as a Service）の
プラットフォーム／アプリの構築事例は、欧米を中心に次々と出現。

1) 69 cities in the US and Canada

2) Stuttgart, Munich, Berlin-Brandenburg, Rhine-Ruhr, Greater Nuremberg

Source: Arthur D. Little

MaaSのグローバル事例俯瞰

機能

Covered Area

ドイツ
（シュツットガルト）

モ
ビ
リ
テ
ィ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

機能

Covered Area

ドイツ

機能

Covered Area

北アメリカ1

モード

機能

Covered Area

フランス（モンペリエ）

モード

機能

Covered Area

フィンランド（ヘルシンキ）

機能

Covered Area

スウェーデン（ヨーテボリ）

モード 機能

Covered Area

フィンランド（トュルク）

モード

機能

Covered Area

ドイツ2

モード

機能

Covered Area

オランダ（ユトレヒト）

モード

機能

Covered Area

ドイツ（ハノーバー）

機能

Covered Area

U.A.E.（ドバイ）

モード 機能

Covered Area

モード

モード

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

…

鉄道／バス

タクシー／カーシェア

モード 駐車場 徒歩

自動車経路案内

決済機能 （ 定額）

予約機能機能
凡
例

VAS

オーストリア（ウィーン）

モード

モード

モード VAS

VAS

VAS

VAS

VAS VAS

VAS

VAS

VAS

VAS

VAS
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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, Tuup, Reissu

フィンランドにおけるMaaS動向
MaaS事例の概観

1
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MaaS発展の背景として、フィンランドの運輸通信省と技術庁が連携して、他のプレイ
ヤーを巻き込みながら推進してきたことが挙げられる。

フィンランドにおけるMaaS動向
MaaSの取組背景

FinlandにおけるMaaSの背景

Note: 1) フィンランド語で、liikenne- ja viestintäministeriöの略称
2) フィンランド雇用経済省傘下の公的投資機関。2018年にフィンランド大使館商務部と合併され、Business Finlandという公的投資機関が設立された

出所：ICoMaaS 2017 Proceedings

181716151413121110

 持続可能で人間中心の社会づくりに対
するニーズの高まりを背景として、交通
政策に対する新しいアプローチの開発
を目的に、2010年からフィンランド運輸
通信省（LVM1）は「Transport revolution」
というプログラムを主導

 2012年、運輸通信省のシンクタンクにお

いて複数の交通モードのパッケージ化と
いうアイデアが提案され、「MaaS – the 

Netflix of transportation」として宣伝され
始める

‒ アイデアの提案者は、当時ITS

FinlandのCEOだったSampo Hietanen

氏（現MaaS Global CEO）

 ヘルシンキで2014年に開催されたITS欧
州会議（ITS European Congress）におい
て、ITS Finland CEOのSampo Hietanen

氏がMaaSのコンセプトを欧州に発表

 2015 年10 月にフランスのボルドーで開
催されたITS 世界会議では、欧州内の
産学官20 組織が参加して「European 

Mobility-as-a-Service Alliance（欧州MaaS 

連合）」が結成

‒ フィンランドの組織：運輸通信省、フィ
ンランド技術庁（Tekes）2、ITS Finland

など

‒ 民間企業：Ericsson、Xeroxなど

 2015年初頭、LVMとTekesはMaaS開発に
向けたジョイントプログラムを設立

 ファーストアクションとして、TekesはMaaS

オペレータに対する公募を実施。
2015~2016年にかけてフィンランドで8件
の事前調査を行い、数件のMaaS関連の
パイロットを実施

E.g. MaaS関連パイロット事例

‒ Reissu

‒ Ylläs Around

‒ Tuup

‒ Kätevä

‒ Whim 等

MaaS Globalによる
Whimのサービス開始

TekesによるMaaS

オペレータの公募

（年）

1

構想 立上げ 実装
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MaaSの事例として、現在もサービス提供されているWhimやTuup等、その他にパイ
ロットが行われたYlläs Around等が挙げられる。

出所：MaaS Global, Kytti, Sito, Reissu, Ylläs Aroundほか各種公開情報

フィンランドにおけるMaaS動向
MaaS事例の詳細

展開地域開始年
パイロット/

サービス提供
機能 モード

Tuup

by Kytti
Turku

Whim

by MaaS Global

Helsinki

West Midlands (UK)

Ylläs Around

by Telia
Ylläs ski resort area

Kätevä

by Sito
Seinäjoki

Reissu

by Telia

2016
サービス
提供

2016
サービス
提供

2016 パイロット

2016 パイロット

2016
サービス
提供

Hämeenlinna

モード

機能

経路案内

決済機能 （ 定額）

予約機能

凡例

鉄道／バス

タクシー／カーシェア

駐車場

徒歩

自動車

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

フィンランドにおけるMaaS動向
MaaS推進の政策方針(1/2)

 運輸通信省（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

‒ 運輸通信省は、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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MaaSの推進に向けて、フィンランド政府は「輸送サービスに関する法律」を通じて、交
通事業者に対するオープンデータやオープンAPIの義務付け等の施行を予定。

出所：LVM

フィンランドにおけるMaaS動向
MaaS推進の政策方針(2/2)

「輸送サービスに関する法律」の施行

 LVMは、MaaS展開を支援する重要政策として、
「輸送サービスに関する法律」（Act on Transport 

Services）を位置づける

 これにより、異なる交通モードの規制を一本化し、
交通のデジタル化や新しいビジネスモデルの開
発に向けた環境を整える

3段階での起草を予定

第一段階

第三段階

第二段階

• 道路交通関連の規制の一本化

• 道路交通関連でのオープンデータやオープ
ンAPIの義務付け

• 輸送システムおよび関連デジタルサービス
に関する目的に十分注意を払うことの保証

• 航空、海運、鉄道関連の規制の一本化

• 交通事業者の資格に関する規制の一本化

• オープンデータやオープンAPIの義務付け
範囲の拡大

2018年7月
施行予定

2017年10月
国会提出済

未定

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、サードパーティによる転売・使用のための交通チケッ
トの提供の義務付け、等

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

フィンランドにおけるMaaS動向
MaaS Globalの取組経緯

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

フィンランドにおけるMaaS動向
Whim by MaaS Global アプリ(1/2)

Whim – アプリ（1/2）

1
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Whim上での典型的なカスタマージャーニーは下記の通り。

出所：MaaS Global

フィンランドにおけるMaaS動向
Whim by MaaS Global アプリ(2/2)

Whim – アプリ（2/2）

Whimでは公共交通

・タクシー・車等の複
数モードを無制限に
利用した移動が可能

全ての交通モードから
希望のモードを選択

する

または目的地を入力
すれば最適ルートが

提案される

ルート候補の中から
選択すれば、すぐに利

用開始できる

1 2 3
料金は利用量に応じ
て精算されるが、月額
プランも選択できる

4

1
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Whimアプリ利用有無によるUXの変化

Whimアプリを利用する場合、紙チケット・トラベルカード利用の場合とは異なるが、
HSLアプリ利用の場合とは同様にQRコードでのチケット確認等の方法が取られる。

出所：MaaS Global, HSL, その他各種公開情報を基にADL作成

フィンランドにおけるMaaS動向
Whim by MaaS Global UXの変化

MaaS Globalヘルシンキ地域交通局（HSL）
チケット
提供主体

 シングルチケット
 デイチケット（有効期間：1
～7日から選択可）

 シーズンチケット（有効期
間：14日または30日）

 シングルチケット
（但し、月額定額プランでは
一定区域内でシングルチ
ケットを何度も利用可能）

 シングルチケット
 デイチケット（有効期間は1

日～7日から選択可）

 シングルチケット
 デイチケット（有効期間：1
～7日から選択可）

 シーズンチケット（有効期
間：14日または30日）

購入可能な
チケットの
種類

 アプリ上  アプリ上

 バスの
運転手

 HSLの
券売機

 HSLの
青色券売機

 キオスク

チケットの
購入可能な
場所

 QRコード
‒ 購入時から
利用開始

 QR

コード

 チケット上の
印刷情報
‒ 購入時から
利用開始

 ICカード内の
情報
‒ 使用開始時に
機械のスキャン
が必要

チケットの
確認方法

Without MaaS With MaaS

HSLアプリ Whimアプリ紙チケット トラベルカード
媒体

1

https://www.tabinotebook.com/wp-content/uploads/2018/06/IMG-1748.jpg
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Whim導入の結果、Whimユーザーの交通手段の分担率において、自家用車の利
用が40%から20%に減少し、公共交通の利用者が48%から74%へ増加。

出所：MaaS Global

フィンランドにおけるMaaS動向
Whimの導入効果

サービス導入の効果基礎情報

都市 Helsinki

人口 [人] 635,181 (2017/01時点)

人口密度 [人/km2] 2,934 (2017/01時点)

主な公共交通
バス、トラム、地下鉄、

フェリー

提
供
エ
リ
ア

サービス名称 Whim

実施主体 MaaS Global

提供開始時期 2016年～

ユーザー数 6万人
（2018年9月時点, ヘルシンキ内）

主な結果

 2017年に行われたWhim

ユーザーへの調査結果に
よると、Whimの使用によっ

て、公共交通の分担率が
48%から74%に増加し、毎

月のタクシー乗車回数・支
払金額がWhim使用前に
比べて4倍に増加した

提
供
サ
ー
ビ
ス
の
概
要

Whim

ユーザーへ
の調査結果
（2017年）

MaaS Global

の
将来展望

48%

74%

40%

20%
9%

Private Car

Traffic

3%

before Whim

5% 1%
Taxi

with Whim

Public 

Transport

Bike

On foot

34%
46%

29% 13%

11%

29% 26%

6%

Public 

Transport

2%

Private Car

Traffic

2%

2017

2%

2020 with Whim

Taxi

Car Rental
Cycling

Car Share
On foot

Other

 Whim利用開始前後の交通モード分担率の変化*

 Helsinkiにおける交通モードの分担率の変化

(*) 自転車及び徒歩は調査結果から除外

2020年にWhim

ユーザーは自家
用車を利用しなく
なり、代わりにタ
クシーやレンタカ
ー、カーシェアを
使う

Whimユーザー

は、自家用車の
利用が40%から
20%に減少し、公

共交通の利用者
が48%から74%へ
増加

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

フィンランドにおけるMaaS動向
Whimの料金体系

Whim – 料金体系

1
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カーシェアリング事業者レンタカー事業者

MaaS Globalは国内外の企業から出資を受け、Whim提供のためにヘルシンキでは
地方交通局・レンタカー事業者・カーシェア事業者等の交通事業者と提携している。

出所：MaaS Global

フィンランドにおけるMaaS動向
Whim提供ための交通事業者との提携関係

Whim

(MaaS Global)地方交通局

レンタカー

鉄道

トラム

バス

自転車シェア

カーシェア

タクシー配車システム事業者

タクシー配車

出資企業

ヘルシンキにおける交通事業者との提携関係

1



20© Arthur D. Little Japan

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

フィンランドにおけるMaaS動向
MaaS GlobalによるAPI開示の要求項目

MaaS GlobalによるAPI開示項目の対外的な提示

1
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ヘルシンキ地域交通局は、経路情報や時刻表、リアルタイム運行状況等のデータを無
償で提供しているが、発券システムのAPIに限っては契約ベースで提供している。

Note: 1) HSL：Helsinki Regional Transport Authority (Finnish: Helsingin seudun liikenne)、ヘルシンキ地域交通局
出所：Helsinki Business Hub

フィンランドにおけるMaaS動向
ヘルシンキ地域交通局によるオープンデータ・オープンAPIの取組み

ヘルシンキ地域交通局（HSL1）によるオープンデータ・オープンAPIの取組み

1

ヘルシンキ地域
交通局（HSL）は

、鉄道・トラム・
バス等の公共
交通機関を運営
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ヘルシンキ地域交通局は2018年4月から発券システムのAPIを無償で提供し始めた。
利用者は、無償でAPIを利用できる反面、チケットの販売手数料は得られない。

出所：BusinessWire (2017年12月7日）, HSL OpenMaaS Developer Portal

フィンランドにおけるMaaS動向
ヘルシンキ地域交通局による発券システムAPIの無償提供

ヘルシンキ地域交通局（HSL）による発券システムAPIの無償提供

ヘルシンキ地域交通局は、2018年4月から公共交通の発券シ
ステムのAPIを世界で初めて無償で提供

– ヘルシンキ地域交通局としては、交通業界以外のプレイヤー
がこのAPIを活用して革新的な新しいモビリティサービスを開
発することを促す狙い

– APIは機能拡張を行う方針で、提供開始時はAPIを利用してシ
ングルチケットしか販売できなかったが、2018年5月からはデ
イチケットの販売も可能となった

– APIの利用者は無償でこのAPIを利用できる反面、チケットの
販売に伴う手数料をヘルシンキ地域交通局から得ることはで
きない

発券システムのAPIにおいて、現在は、チケットを発券する前に
API利用者のクレジットカードでの決済処理をかける仕組み

– 今後ヘルシンキ交通局は決済オプションを拡張する予定

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

ドイツにおけるMaaS動向
moovelが提供するサービス種類

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

2
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moovel app上の典型的なカスタマージャーニーは下記の通り。

出所：moovel

ドイツにおけるMaaS動向
moovel app アプリ

moovel app上のカスタマージャーニー

経路検索

地図ビューから近くの交通
機関モードを選択するか、

目的地を入力

予約

ルート・所要時間・費用に関
する詳細情報が表示され、

お気に入りを選択

決済・利用

アプリ上から複数交通モー
ドの支払いが可能。請求書
はメールで送付される

1 2 3

2
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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

ドイツにおけるMaaS動向
moovel transitの導入事例（独）

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

2
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Daimlerは金融サービス部門（Daimler Financial Services：DFS）における柱の一
つとして、マルチモーダルプラットフォーム事業のmoovelを位置づけている。

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

ドイツにおけるMaaS動向
Daimlerにおけるmoovelの戦略的位置づけ(1/2)

2
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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)

ドイツにおけるMaaS動向
Daimlerにおけるmoovelの戦略的位置づけ(2/2)

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

2
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公共交通機関との提携関係の構築は難しく、シュトゥットガルトの導入事例から、公共
交通の利用増加による増収効果を示せるかが鍵になると推察される。

Note: 1) VVS: Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgartはシュツットガルトの交通管理および運賃施策を担当する公的機関
出所：moovel

ドイツにおけるMaaS動向
moovelのサービス展開に向けたポイント

moovelの展開において、地域の公共交通機関との提携関係の構
築は困難

‒ moovel appはドイツ内全都市で利用できる一方、公共交通の利用は
Stuttgart, Hamburgに留まっている

 Stuttgartでは2012年に始まった実証実験を経て、2015年から
moovel appのサービス提供を開始

‒ カーシェア（car2go, Flinkster）、タクシー配車（mytaxi）、鉄道（Deutsche 

Bahn） に加えて、地域の公共交通機関も同一アプリ上で利用できる世界
最初のサービスとして提供開始

公共交通機関に対して、既存顧客の利用のシフトを促さずに新規
利用客を獲得できると示すことが提携関係の構築に必要と推察

‒ 2015年サービス提供開始時のシュトゥットガルト交通公社のコメント：
“SSBにとって、moovelとの提携は地域の公共交通機関の新規利用客を
獲得し、あまり利用しない人を頻繁に利用してもらうように変えるための
新しい方法である。moovelは、現在VVS1アプリ等を通じて購入している層
とは別のグループをターゲットにする”

（Stefanie Haaks氏, Commercial Director of SSB）

Stuttgartへのmoovel appの導入事例

2



29© Arthur D. Little Japan

シンガポールでは2017年、通産省下の法定機関、公共交通事業者、大学が連携し、
MaaSの実証実験を行う研究組織MaaS Labを立上げた。

出所：Nanyang Technological University Press release(2017/2/13) 

シンガポールにおけるMaaS動向
MaaS Labの立上げ

 シンガポールでは、2017年2月より、NTU・JTC・SMRTが共同で
MaaS Labという名前の組織を立ち上げ、MaaSサービスの実証実験
を進めていくことに合意

‒ NTU（Nanyang Technological University：南洋理工大学）

‒ 技術開発及びデータ解析を担当

‒ JTC（Jurong Town Corporation：興業・商業地区管理・開発を
行う法定機関）

‒ インフラ構築及びマスタープラン構築を担当

‒ SMRT（SMRT Corporation：公共交通運営企業）

‒ マルチモーダル交通オペレーター

 シンガポール政府が取組む “Sustainable Singapore Blueprint” の5

つの重点目標の1つ“Car-Lite” Singaporeに沿った取組として開始

‒ シームレスな都市内移動や車両禁止区間拡大などを目指す

シンガポール MaaS Lab

3
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MaaS Labの下で、MaaS実証実験アプリのJalanを開発。既存交通だけでなく、電気
自動車、シェアサイクル、eスクーター、自動運転車の連携も志向している点が特徴。

出所：Jalan

シンガポールにおけるMaaS動向
MaaS実証実験 Jalanのサービス概要

シンガポール MaaS Lab – Jalan app

 MaaS labのもと、MaaSアプリ Jalanを共同開発

‒ SMRTが開発主体となり、2017よりアプリを提供。現在は子会
社のMobilityXが運営する

‒ 現在は実証実験段階で、利用者（参加者）は適宜利用感につ
いてフィードバックを提供する

 電車・バスなどの既存交通手段だけでなく、電気自動車・シェアサイ
クル・自動運転車やe-スクーターなどの新規交通手段も巻き込んだ
統合プラットフォームの構築を目指している点が特徴

‒ 連携モード：

 路線バス・シャトルバス（SMRT）

 電車（MRT）

 シェアサイクル（oBikes）

 電気スクーター（Telepods）

 自動運転シャトル（2getthere）

‒ 情報案内だけでなく、予約・決済まで可能とする

 クレジットカード登録でバイクシェアやスクーターの利
用金額を事前チャージする方式

 テストベッドの地域として、NTU lushキャンパス、ジュロンイノベーショ
ン地区のグリーンテックパークの2箇所を選定

3
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出発地・目的地を入力するとルートを提案・旅程予約。電動スクーター等の新規サービ
スは、アプリ上で利用金額をチャージすることで利用可能になる。

出所：Jalan

シンガポールにおけるMaaS動向
MaaS実証実験 Jalanのアプリ画面

Jalan – アプリ画面

 出発地・目的地を入力すると、最適なルートを提案・旅程
予約。

 電動スクーター等の新規サービスは、アプリ上で利用金額を
チャージすることで利用可能に。

3



32© Arthur D. Little Japan

さらに、オンデマンドバスの実証実験のため、Jalanの拡張サービスとしてテストベッド
地域と住宅地域を結ぶオンデマンドバス予約サービス、JalanXを追加リリース。

出所：Jalan

シンガポールにおけるMaaS動向
MaaS実証実験 JalanX

 オンデマンドバスの実証実験を行うため、 NTU

とCleanTech Parkと居住地域を結ぶオンデマン
ドバスをJalanの拡張サービスとして開発

 開発主体は、Singapore発のタクシーライドシェ
アサービス「SWAT」を提供するMinistry of 

Movement社

 現状はNTU/CleanTech Parkと以下地域を結ぶ
路線で運用中

‒ Choa Chu Kang

‒ Yew Tee

‒ Bukit Panjang

‒ Woodlands

‒ Toa Payoh

JalanX –オンデマンドバス

3
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欧州におけるMaaS導入事例や実証実験から、MaaSによる省エネルギー効果として、
10~20%程度のエネルギー消費量の削減が見込まれる。

Note: 1) 日本国内の平成21年輸送機関別エネルギー消費原単位（出所：国土交通省）を基に推計 2) 自家用車利用分が全て公共交通/バス利用分に転移したと仮定
出所：Wiener Linien, MaaS Global, DB, SNCF, 国土交通省, ADL

MaaSによる省エネルギー効果

 マルチモーダルアプリ
Whimの導入により、自

家用車利用が減少し公
共交通利用が増加

 Wienmobilアプリ導入な

どのマルチモーダル政
策推進により、自家用車
利用が減少し公共交通
利用が増加

@ウィーン @ヘルシンキ

 マルチモーダルのパッ
ケージサービス導入の
実証実験を実施

 結果、自家用車利用が
21%減少した一方、バス
利用が32%増加

 マルチモーダルカード導
入の実証実験を実施し、
135名モニターが参加

 結果、自家用車利用が
10%減少した一方、公共
交通利用が11%増加

実証実験@ベルリン 実証実験@レンヌ

MaaSの
導入効果

 単位移動量当たりのエネ
ルギー消費量が19%減少

 単位移動量当たりのエネ
ルギー消費量が23%減少

 自家用車利用によるエネ
ルギー消費量が15%減少2

 自家用車利用によるエネ
ルギー消費量が8%減少2

省エネルギー

効果1
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MaaSの標準化に関わる団体の中でも、特にERTICOが主催するMaaS Allianceは
米国系の標準化団体とも提携しながら世界の動向を牽引している。

Note: 1) UITP：International Association of Public Transport、国際公共交通連合 2) LADOT：Los Angeles Department of Transportation、ロサンゼルス市交通局
出所：ADL分析

世界のMaaS関連団体（2018年12月時点）

活
動
領
域

地域

欧州 米国 日本

MaaS推進団体：
MaaS構想を欧州全体に展開する目的

ITS America

重点分野
• 自動運転・コネクテッド
• サイバーセキュリティ
• インフラ整備
• スマートコミュニティ

参画企業
• トヨタ, Panasonic, 

Cisco, Qualcomm

等42団体が中心
• 全会員は500近く

ITS Japan

重点分野
• 新モビリティと街づくり
• ITSに向けた情報基盤
• ITS社会実装の推進
• 自動運転の活用

参画企業
• JapanTaxi, NEC, 

Navitime, トヨタ等
民間169社

• 全会員は205団体

参画企業
• MaaS Global, moovel, 

Uber, Siemens等52団体
MaaS

Alliance

参画企業
• Ubigo, UITP, TfGM, 

softeco sismat等14団体IMOVE

参画企業
• TfGM, TRT, Intrasoft, 

MaaS Global等16団体MaaS4EU

参画企業
• TOMTOM, MAPtm, 

swarco等16団体MyCorridor

ERTICO (ITS Europe)

重点分野
• 自動運転・コネクテッド
• 環境負荷の低減
• 物流
• 都市のモビリティ

参画企業
• Bosch, Siemens, 

Ericsson, IBM, トヨ
タ等民間56社

• 全会員は124団体

UITP1 (国際公共交通連合)

重点分野
• 公共交通志向型都市
• 効率性・生産性の向上
• 交通の低炭素化
• ユーザー体験の改善

参画企業
• 公共交通機関、行
政・自治体、研究
機関、民間企業を
含む計1,500団体

活動目的
ITSの普及を通して、交通死亡事故の撲滅、移動体験の改善、持続可能性の担保、効率性・生産性の向上を目指し、よりよい交通、都市、社
会の実現および産業の発展に寄与すること。

活動目的

持続可能な都市交通を実現することで、よ
りよい生活や経済の実現に寄与すること。

MaaS推進団体：
日本版MaaSを確立・実現する目的

参画企業
• 未定

JCoMaaS

研究開発・
概念化

標準化・
社会実装

参画

主催

凡例

公共交通中心の団体

自動車中心の団体

ITS世界会議：全球でITSの研究・実装を推進するための会議で、世界3地域の代表的ITS団体が毎年共催

提携

提携

シェアリングモビ
リティーに関する
ガイドラインや標
準の規定が目的

自治体：
ロサンゼルス市が開発を主導するMDSが
データ/API標準として主流になりつつある

他の開発貢献都市
• サンタモニカ市
• オースティン市

モビリティ標準化団体：
安全で、環境負荷が小さく、誰でもアクセ
ス可能なモビリティを実現する目的

参画企業
• 128,000人以上のエンジニ
アや専門家からなる団体SAE

International

LADOT2
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欧州ではMaaS実現に向けて標準化を含めた検討が進展している。日本でも検討が
始まったものの初期段階であり、このままでは他国に覇権を握られるリスクがある。

Note: 1) 石井国土交通大臣は、2019年1月にダボス会議（世界経済フォーラムの年次総会）にてMaaSの取組方針を発表
出所：各種公開情報を基にADL作成

MaaS実現に向けた主要国での検討状況

• 2018年9月、 ERTICOはMaaSビジ
ョンを公表

• WGでEUレベル・国家レベルのル
ールを検討

• 産官学から主要プレイヤーが参画
• WGでガバナンス検討
• 2018年5月にSAEと提携

• 他サービス連携を含めて検討
• 2019年2月、ガバナンスやビジネ
スモデルに関するレポートを発表

• 他サービス連携を含めて検討

• 加盟企業の展開サービス・実証で
検討内容を検証

• WGで相互運用性、データポータ
ビリティ等を検討

• ウェブサイトでMaaSガイドを開示

• オープンAPIやAPI標準化を検討
• 2019年1月、IMOVE等とMaaSの

APIを共通規格化する方向で合意

• MaaSのAPIを実際に開発中

• 2018年9月、 ERTICOはMaaSビジ
ョンを公表

• ルール自体の検討は現時点であ
まり見られない

• 産官学から多数のプレイヤーが
IMOVE等の各プロジェクトに参画

• 2017年12月、ビジネスモデル構築
のガイドラインを策定

• 各地で実証実験を展開

• 2018年7月、IMOVEはユースケー
スを分析・整理したレポートを発表

• 各地で実証実験を展開

• IMOVEでは相互運用性等を検討

• 2019年1月、IMOVE等はMaaS

AllianceのAPIに共通規格化する
方向で合意

• IMOVEはMaaSを構成する個別機
能を検討

• ITSの一つにMobility Integrationを
位置付け

• 自治体の交通局を中心にデータ
/API標準（MDS）を施行

• 2018年5月にMaaS Allianceと提携
• データ/API標準（MDS）の整備に
参画する都市が拡大

• 現時点では見られない

• 現時点では見られない

• 自治体と事業者の間でのデータ
連携に関する議論が進展

• 自治体と事業者が連携して、デー
タ/API標準（MDS）の整備が進展

• 現時点では見られない

• 内閣官房は未来投資戦略にMaaS

を位置付け
• 国交省はMaaSの取組方針を発表1

• 今後、各省庁等での検討が想定

• 経産省モビリティ研究会や国交省
モビリティ懇談会において、産官
学が連携して検討を開始

• 現時点では見られない

欧州

MaaS Alliance
（ERTICO(ITS Europe)主催）

IMOVE等
（EUが出資するMaaSプロジェクト）

米国

SAE International、
自治体の交通局等

日本

内閣官房、経済産業省、
国土交通省等

戦略・政策

ルール

組織

ビジネス
モデル

ユース
ケース

データ連携

システム
仕様

テクノロジー“シ
ス
テ
ム
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

”
“ビ
ジ
ネ
ス

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

”

MaaS実現に
向けた論点

“社
会
全
体
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

”

凡例：
社会実装までの取組の進捗度合い

小（初期段階） 中（検討段階） 大（実証段階）
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MaaS AllianceとSAE Internationalを中心に国際標準化に向けた体制が築かれており、また欧州のMaaS Alliance等を中心に
データ連携のためのAPIの標準化が進んでいるため、日本での国際標準化に向けた本格検討は待ったなしの状況。

MaaS実現に向けた主要国での検討状況（詳細版）

出所：各種公開情報を基にADL作成
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MaaS実現に
向けた論点

戦略・政策

ルール

組織

ビジネス
モデル

ユース
ケース

データ連携

システム
仕様

テクノロジー

欧州

• 2018年9月、ERTICOはMaaSビジョ
ンを公表

• WGでEUレベル・国家レベルのル
ールを検討

• ステークホルダーを特定の上、
MaaSのガバナンスやビジネスモデ

ルにおける課題とその解決方向性
を整理

• 産官学からMaaSに関わる主要プレ
イヤーが参画

• WGにおいて、ガバナンスを検討

• SAE InternationalとMOUを締結

し、標準化やガイドライン策定を協
力して進めると発表

• WGにおいて、他サービスとの連
携を含めたビジネスモデルを検討

• 2019年2月、ステークホルダーを特
定の上、MaaSのガバナンスやビジ

ネスモデルの課題とその解決方向
性を整理したレポートを発表

• WGにおいて、他サービスとの連
携を含めたユースケースを検討

• 加盟企業の展開サービス・実証で
検討内容を検証

• データ活用のユースケースを基に
データ活用の障壁とそれを打破す
るための推奨アクションを整理

• MaaSのデータ要件やシステム要件
を整理し、ウェブサイト上でα版ガイ
ドブックを開示

• MaaSのデータ要件やシステム要件
を整理し、α版ガイドブックを開示

• 2019年1月、IMOVE, MaaS4EU, 

MyCorridorとMaaS Allianceが
開発するAPIに共通規格化する方
向で合意

• MaaSのAPIを開発中（共通規格化

に向けた進捗は十分ではない模様
）

MaaS Alliance
（ERTICO(ITS Europe)主催）

• 2018年9月、 ERTICOはMaaSビジョ
ンを公表

• N/A

• 産官学からMaaSに関わるプレイヤ
ーが参画

• 公共交通の立場からMaaSを推進
するUITPもIMOVEに参画

• 2017年12月、持続可能なMaaSの

ビジネスモデル開発に向けたフレ
ームワークを整理し、ガイドライン
として公表

• 実証実験を通じてビジネスモデル
を検証

• 2018年7月、MaaSのユースケース
をB2C、B2B、事業者間の連携とい

う観点から利用者のシナリオを分
析し、MaaSのユースケースを整理
したレポートを発表

• データに関しては、プライバシー、
セキュリティ、データの品質、アク
セス、信頼性に係る要件を整理

• MaaSのユースケースを基にシステ
ム要件を整理

• 2019年1月、API統合プロセスを
合理化することを目的として、
MaaS Allianceが開発するAPIに
共通規格化する方向で合意

• MaaSを構成する機能を実現するた

めのソフトウェアモジュールを開発
し、実証実験で検証

IMOVE
（EUが出資するMaaSプロジェクト）

• 2018年9月、 ERTICOはMaaSビジョ
ンを公表

• MaaSのエコシステム構築に向けた
政策フレームワークを検討

• 産官学からMaaSに関わるプレイヤ
ーが参画

• MaaSのエコシステム構築に向け

たリファレンスアーキテクチャとし
て、MaaSコンセプトのアーキテク
チャを定義

• ビジネスモデルのあり方を検討し、
実証実験を通じて検証

• 利用者のニーズ分析等を実施し、
実証実験を通じて検証

• データ連携のための基盤のあり方
を検討

• オープンプラットフォームのあり方
を検討

• 2019年1月、API統合プロセスを
合理化することを目的として、
MaaS Allianceが開発するAPIに
共通規格化する方向で合意

• MaaSのAPIや、動的最適化やパー

ソナライズ化サービス提供のため
のアルゴリズム等を開発

MaaS4EU
（EUが出資するMaaSプロジェクト）

• 2018年9月、 ERTICOはMaaSビジョ
ンを公表

• N/A

• 産官学からMaaSに関わるプレイヤ
ーが参画

• N/A

• N/A

• N/A

• 2019年1月、API統合プロセスを
合理化することを目的として、
MaaS Allianceが開発するAPIに
共通規格化する方向で合意

• N/A

MyCorridor
（EUが出資するMaaSプロジェクト）

• ITSを検討対象とするISO/TC 204

内にMaaSに係るWGを新たに組成
し、ITSの一つにMobility 

Integrationを位置づけ

• N/A

• 2018年5月にSAE International

はMaaS AllianceとMOUを締結し

、標準化やガイドライン策定を協力
して進めると発表

• ISO/TC 204内にMaaSに係るWGを
新たに組成

• N/A

• N/A

• N/A

• N/A

• N/A

SAE International
（ISO/TC 204事務局も務める）

• 自治体が都市・交通の管理者とい
う立場を強められるよう、モビリティ
に関するデータ/API標準（MDS）を

整備し、モビリティ事業者からデー
タを要求

• モビリティサービスの営業許可制
度と絡める等の方法で整備したデ
ータ/API標準（MDS）を施行

• ロサンゼルス市を中心として、サン
タモニカ市、オースティン市もデー
タ/API標準（MDS）の整備に関与し

ており、今後も参画都市を増やす
予定

• N/A

• N/A

• 自治体が都市の交通を管理する
上でデータは必要であり、自治体
は事業者に対してデータ提供を義
務付ける権利があるとの論調が出
現

• 都市と事業者の間の連携を念頭に
置いてデータ/API標準（MDS）の整
備が進行中

• バイクシェアと電動スクーターを対
象にデータ/API標準（MDS）は既に

整備されており、今後は対象とす
る交通モードを増やしていく予定

LADOTを中心とした
自治体の交通局

• 内閣官房は未来投資戦略にMaaS

を位置付け

• 2019年1月、国交省は今後MaaSに

取り組んでいくことをダボス会議で
発表

• MaaSの観点での議論は未進展

• これまで、運賃等のサービス内容
に関してはモーダルごとに検討さ
れ、データ関係は横串課題として
検討されている状況

• N/A

内閣官房、経済産業省、
国土交通省等

米国 日本

A3

• 経産省のモビリティサービス研究
会や国交省のモビリティサービス
懇談会において、産官学が連携し
て検討を開始

注目動向②
欧州ではMaaS Allianceを中心に、

米国では自治体の交通局等を中心に、
モビリティ分野のデータ連携のための
データやAPI仕様の標準化が進展

注目動向①
MaaS AllianceとSAE Internationalを中心にMaaSの
国際標準化に向けた体制が築かれている
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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

欧州におけるモーダル間データ連携／標準化等の動向

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プロジェクト
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MaaS Alliance –組織概要

MaaS Allianceは、Mobility as a Service（MaaS）*の実現のためのコラボレーション
や開発のためのワーキンググループ活動を行う企業アライアンス。

* MaaS Allianceは、MaaSを幅広い交通モードを統合し単一アクセスを可能とするサービスと定義
出所：MaaS Alliance

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance 組織概要

参画区分組織概要

活動目的

ユーザーのニーズに適った新しいモビリティサービスの、
オープンな単一市場の基盤を作り出すための、

Public-Private Partnership

 ヨーロッパでのMaaS展開を成功させるための、イネイ
ブラー作成のためのメンバー間の協力促進

 MaaSサービスのローミングとスケーラビリティを向上さ
せるためのMaaS関連プロジェクト間の協力促進

 ヨーロッパのMaaS関連政策立案者への提言

 MaaSの価値関する地方自治体および企業への提案

 MaaSの市場モニタリング、MaaS開発のための研究コミ
ュニティへの従事

活動内容

MaaSの市場モニタリング

コミュニケーション・コラボレーションの
場やイベントの提供

開発推進のための
ワーキンググループ

公共政策へのロビイング

MaaSのプロモーション・宣伝活動

参加企業
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現在は、ビジネスモデルの検討を行うWG、MaaSのユーザーニーズ及び規制の検討
を行うWG、技術・標準化の検討を行うWGの3つのWGが活動している。

出所：MaaS Alliance Website

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance  WG活動内容

 MaaSの「信頼できるネットワーク」コンセプトの探求を

通じて、ボトムアップの視点でビジネスモデルとガバ
ナンスモデルを検討するWG

‒ “Business & governance models from a bottom-

up perspective and through the exploration of 

the “trusted network” concept in the MaaS

context.”

 エンドユーザー向けのMaaSの価値創造と、EUレベル
、国家レベルの規制トレンドの検討を行うWG

‒ “MaaS value creation for the end users and the 

MaaS-related trends in regulation at EU level 

and in Member States”

 インターフェース、API、互換性の検討、 Value Added 

Serviceの統合の検討、標準化の検討
‒ “Interfaces & APIs, interoperability, integration of 

added value services, standardisation & 

harmonisation.”

活動内容WG名

 Position paper on multimodal passenger 

rights 

 Inventory of EU legislation affecting the 

MaaS development

 Description of MaaS business models and 

their rules

 General technical principles in MaaS value 

chain 

 Identify standardisation groups working with 

MaaS related questions 

 Follow technology development and 

standardisation related to the MaaS system 

architectures

これまでの検討結果

COMTRADE、
MARCON、MaaS

Global、 MINTC、
UTL、Univ. of  

Michigan、Uberなど

Chalmers Univ. of 

Technology、Univ. 

College London、
Cubic、Skedgo、Uber

など

PTV、Easymile、Cubic

、Siemens、Skedgo、
Uberなど

参加企業

MaaS Alliance – WG活動内容

2018年9月のITS Copenhagenにて
一部の中間検討成果を発表

2017年時点で初期的に検討の全体像を発表
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MaaS Allianceは、初期段階ではサービス品質の担保が最重要であると前置きしなが
ら、サービス統合、価値提供、法規制、技術標準に関する要件を整理している。

出所：MaaS Alliance “White Paper – Guidelines & Recommendations to create the foundations for a thriving MaaS Ecosystem”（2017年9月4日公開）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance - White Paper（2017年9月時点）：MaaS実現の要件整理

MaaS AllianceによるWhite Paperの概要 MaaS実現の要件に関する議論のまとめ

MaaS Allianceは2017年9月にWhite Paperを公開。

- 当資料では、MaaSエコシステムの構築のためのガイ
ドラインや推奨事項に関するWGの議論の結果が
整理されている。

MaaS Allianceによるガイドラインは（WG間の役割分担
に概ね沿う形で）下記４つの項目から構成される。

- Single Market

- User Perspectives

- Legal and Regulation

- Technology & Standards

なおMaaS Allianceは下記2点の注意点も挙げている。

- 当資料は現段階の理解に基づく要件を提示してお
り、今後、追加的な要件が発生する可能性もある。

- 初めから全要件の充足を目指す必要はなく、実証
実験等を通して可能な要件から取り組めばよいが、
顧客の信用・受容性を醸成するため、サービス品質
だけは初めから最高水準を担保する必要がある。
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MaaS Allianceは、MaaSのエコシステムにおけるデータの重要性を訴えるため、デー
タの役割、ユースケース、活用に向けた推奨アクションをまとめたレポートを公開した。

出所：MaaS Alliance “Data makes MaaS happen – MaaS Alliance Vision Paper on Data” (2018/11)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance -Vision Paper on Data（2018年11月時点）：概要

“Vision Paper on Data”の概要

MaaS Allianceは、以下の目的で、2018年11月に
”Vision Paper on Data”を公開

1. MaaSのエコシステムにおけるデータの役割
についての詳細かつ正確な見解の表明

2. データ利用のユースケースの定義

3. データ活用に向けた現在の阻害要因の説明

4. データ活用に向けた推奨アクションの提示

レポートの中では、MaaSのエコシステムにおけるデ
ータの重要性について以下のように強調

- MaaS市場の発展は、データやチケッティングへ
のアクセス性、オープンAPI、システムのインタ
ーオペラビリティ（相互運用性）に大きく依存し
ている

データの役割やプライバシーの考え方

データ利用のユースケース

データ活用の阻害要因や推奨アクション
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WG Users & Rulesでは、ユーザー中心の開発を進めるべく、安全性や便利性等に
関する提案（Proposal）を検討している。

出所：ITS World Congress 2018 Copenhagen – “MaaS Alliance Recommendation for User-centric Development Paths of MaaS Services”, Users & Rules WG coordinated by Altti

Liskala and Jona Sochor (2018/9/17)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance - WG Users & Rules 中間成果（2018年9月時点）

WG Users & Rules の検討の全体像

うち、ITS Copenhagenで
検討結果が発表された部分

Users & Rules WGの目的はあくまで
「提案（Recommendation）」であり、標準化ではない
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WG Technology & Standardsでは、システムやOpen APIの仕様検討も行ってお
り、2018年にはAPIの仕様検討を終えるとしている。

出所：MaaS Alliance Website, MaaS Alliance Whitepaper（2017年9月4日公開）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance - WG Technology & Standards 初期成果（2017年時点）

MaaS Alliance – システム・API標準化

2017年の検討内容

 General technical principles in MaaS value chain 

 Identify standardisation groups working with 

MaaS related questions 

 Follow technology development and 

standardisation related to the MaaS system 

architectures

2018年の検討内容

 Specifications for open APIs and 

interoperability 

 Participate in standardisation work and system 

development where the MaaS architecture has 

special requirements

MaaS Allianceの想定するエコシステムとデータ連携のAPI WG Technology & Standardsの検討内容

連携API

MaaSシステム構成

エコシステム
（プレイヤー）
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他MaaS関連団体

MaaS Allianceには、全50を超える企業・団体が参加。MaaSオペレータほか、レンタ
カー・ライドシェア・鉄道関連システム事業者、行政や自治体が多く参加する。

出所：MaaS Alliance Website（2018年8月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance 参加企業・団体

MaaS Alliance 参加企業・団体（全52社・団体）

MaaSオペレータ（2社） 鉄道オペレータ（1社） 自動車メーカー／自動運転車メーカー（2団体）

ライドシェア・デマンド交通（3社）レンタカー・カーシェア（2社）

行政・自治体（20団体）

鉄道車両・鉄道システム（5社）

調査機関・シンクタンク（7団体）

（伊） （ベルギー）
（オランダ） （フィンランド）

（英） （英）（フィンランド） （フィンランド） （仏）
（フィンランド）

（フィンランド） （独）

（独）

（米）
（米）

凡例： ボードメンバー

（独）

（オーストリア）（ベルギー） （デンマーク） （フィンランド） （米） （オランダ）
（スペイン） （ベルギー）（ベルギー）（スペイン）（ベルギー）

（仏） （フィンランド） （ベルギー）

（ベルギー）（スコットランド） （ポルトガル）（英）

（米） （仏）

（仏）
（ベルギー）1

1) 自動車メーカー系業界団体

（米）

（オーストラリア）

（フィンランド）

（仏）（独）（独）

自動車関連システム・サービス（5社）

（ベルギー）2 （スペイン） 2 （スペイン）3 （ポルトガル）4（ベルギー）3

IT・通信（2社）

（オランダ） （伊）

（オランダ）

2）ロードサイドアシスタンス 3）ETCシステム 4）高速道路運営
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MyCorridor、MaaS4EU、及びIMOVEは、API統合プロセスを合理化することを目
的として、MaaS Allianceが開発したAPIに共通規格化する方向で合意したと発表。

出所：MaaS Alliance（2019年1月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS推進団体によるAPI標準化の方針

MaaS推進団体によるAPI標準化の方針

 2019年1月24日、MaaSによるEU市民のモビリティ向上
に取り組んでいる3つのEUプロジェクト（MyCorridor、
MaaS4EU、及びIMOVE）は、様々な交通サービスの
API統合プロセスを合理化することを目的として、
MaaS Allianceが開発したMaaS API（Application 

Programming Interface）に共通規格化する方向で
合意したと発表

– MaaS Allianceによって開発されたAPIは、通信プロトコルと

データフォーマットの使用からセキュリティ標準、基本的な
メソッドとサービスコール、レスポンス、及びAPIの一般的
な動作まで、交通サービスAPIを設計するための共通のア
プローチを定義するもの

– MyCorridor、MaaS4EU、及びIMOVEは、それぞれがEU諸

国で進めている実証実験からのフィードバックを提供して、
この共通規格の更なる開発に貢献する方針

– MaaS Allianceは、これらの3つのプロジェクトを、MaaSの標

準化活動における基礎として位置づけ、それらの結果を
MaaS APIの仕様を開発する上でのインプットとして活用す
る方針
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MaaS Allianceは、持続可能なMaaSエコシステムの構築に必要な要素を概念レベル
で整理することを目的に、ウェブサイト上でMaaSガイドブック（α版）を公開している。

出所：MaaS Alliance（2019年1月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance － MaaSガイドブックの概要

MaaSガイドブック（α版）の概要

 目的
持続可能なMaaSエコシステムを構築する上で必要な要

素を概念レベルで整理し、各要素について１～２ページ
程度でわかりやすい文章で概説し、関連情報へのリンク
も付すること。

 想定利用者
交通分野のステークホルダーやMaaS事業者が主なオー

ディエンスである。交通やモビリティサービスに関わって
いるマネージャー、プランナー、開発者、さらにはエンド
ユーザーが共有できるような概念的かつ実用的な枠組
みが提供されている。

 作成主体
当ガイドブックの作成および維持管理はMaaS Allianceの
Technology and Standards WGの有志によって行われて
いる。なお、当ガイドブックはまだ初期段階にある。

過去のコミットメントの推移
（2019年1月時点）

 最後の更新は
2018年10月

 貢献者は3人
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交通事業者向けにはAPI整備の際のデータ要件とメソッド要件を整理しており、MaaS

事業者を含む関係プレイヤー向けにはサービス開発における留意点を提示している。

出所：MaaS Alliance （2019年1月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance － MaaSガイドブックの構成

MaaSガイドブック（α版）の構成

Vehicles 車両情報
- Vehicle Types

- Vehicle Locations

Bookings 予約
- Booking Options

Tickets 発券
- Ticket Formats (e.g. QR, NFC)

Products 商品情報

Coverage & Routes サービス情報
- Coverage

- Routes and Stops

Announcements 運行情報・告知

Payments 決済

Transportation Service Providers

交通事業者
Mobility as a Service Providers

MaaS事業者
Common Responsibilities

共通

Roaming ローミング
- Avoid Creating Silos

- Data Portability

Simplicity 簡便さ

Identity ユーザー情報の管理
- User Experience

- Privacy

Consistency 一貫性

Awareness 状況認識

Data Sharing データ共有
- Origin-Destination Data

- Real-Time Transportation Network Data

- Promoting a Culture of Data Sharing

Privacy プライバシー

Two-Way Communication

双方向連絡

Public Benefit 公共の利益
- Cooperation

交通事業者が
APIを整備する際のデータ要件とメソッド要件

MaaS事業者がサービス開発にあたり
留意すべき項目

MaaSに関係するプレイヤーが
共通して留意すべき項目
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MaaSガイドブックは、MaaSサービスにおいて交通事業者が共有すべきデータを概説
した上で、それぞれのデータを共有する上で必要なメソッドを整理している。

出所：MaaS Alliance （2019年1月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance － MaaSガイドブック：API整備におけるデータ要件とメソッド要件

交通事業者が共有すべきデータ

Vehicles 車両情報
- Vehicle Types

- Vehicle Locations

Bookings 予約
- Booking Options

Tickets 発券
- Ticket Formats (e.g. QR, NFC)

Products 商品情報

Coverage & Routes サービス情報
- Coverage

- Routes and Stops

Announcements 運行情報・告知

Payments 決済

Transportation Service Providers

交通事業者

交通事業者が
APIを整備する際のデータ要件とメソッド要件

- Vehicle Types：車種等の分類に加え、WiFiの有無、エ
アコンの有無、CO2排出量等も提示

- Vehicle Locations：車両の位置（緯度・経度）、方向、動
きをStreaming APIで定期的に提供

- Booking Options：予約にあたり、利用可能な複数選択
肢を提示

- Ticket Formats：QRコードやNFC等、既に普及している
電子チケット形式を採用

- 商品パッケージの価格（割引含む）や有効性を明示

- Coverage：サービスの運行地域・時間を明示
- Routes and Stops：定路線型交通の路線図や自由経路
交通の拠点・ステーションを同一形式で提示

- 運行情報や新サービスに関する情報をタイムリーに提供

- 全旅程を一括で電子決済することが可能

get available vehicles: by type, by location, 

by availability

create bookings

read details

update details

cancel bookings

create ticket

read ticket

update ticket

get listing of available products: 
by region, by time, by customer segment

get coverage: area, points (within, near)

get within coverage area: [yes or no]

get announcements: recent, within, near

-

データ要件 メソッド要件
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MaaS APIを開発する前に、SkedGoをベースとしたMaaS APIの仕様が作成されてお
り、特に予約APIはWhim（MaaS Global）をベースとして個別に作成されている。

出所： MaaS Alliance （2019年1月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance － MaaS API仕様の作成

SkedGoをベースにしたMaaS APIの仕様
MaaS Globalをベースにした

予約APIの仕様

原文：This API spec is based on the

<a href=“https://github.com/skedgo/tripgo-api”>TripGo API </a>, 

copyright 2018 SkedGo Pty Ltd.

- 行数：2844行
- タイトル：MaaS API

- バージョン：v0.1

- 行数：527行
- タイトル：Booking API

- バージョン：v0.1.0
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API仕様の作成と同様に、予約APIの開発が優先されており、最初期段階ではある
が、既に開発が始められている。

出所： MaaS Alliance （2019年1月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance － MaaS APIの開発

予約APIの開発

 最初期段階ではあるが、Python言語での予
約API開発に着手した。

 最終更新日は2019年1月であり、つい最近
着手したことがわかる。（2019年2月時点）
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現状では、MaaSガイドブックでデータとメソッドの要件が整理されており、今後は既存
サービスを参考にしながら、予約APIを筆頭にMaaS APIの整備を進めると推察。

出所：MaaS Alliance公式サイトを基にADL分析（2019年1月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS Alliance － MaaS API標準化の進捗

デ
ー
タ
連
携

連携の
種類

シ
ス
テ
ム
連
携

情報の種類

API標準化の進捗状況

実施済み
部分的な取組

凡例 ✔
✔

APIドキュメント
の公開

データ要件の整理 メソッド要件の整理 API仕様の作成

車両情報 ✔ ✔ ✔
（SkedGoを参照している）

商品情報 ✔ ✔ ✔
（SkedGoを参照している）

サービス情報 ✔ ✔ ✔
（SkedGoを参照している）

運行情報・告知 ✔ ✔ ✔
（SkedGoを参照している）

発券 ✔ ✔ ✔
（SkedGoを参照している）

決済 ✔ ✔ ✔
（SkedGoを参照している）

APIの開発

予約 ✔ ✔
✔

（MaaS Globalと
SkedGoを参照している）

✔

MaaSガイドブック MaaS API整備
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実証地域（Living Labs）組織概要

活動目的

 欧州におけるMaaSスキームの実装を加速させ、欧州
全土に拡張することを目標にMaaSの検討を行うEUプ
ロジェクト

 以下の目標を達成により、持続可能なMaaSスキー
ムの実装を促進すること

ユーザーのエンゲージメントを促す方法の検討

ユーザーの行動変容を促す戦略の策定と実行

EUレベルでのMaaSのローミング環境の整備

IMOVEは、欧州におけるMaaSスキームの実装を加速させ、欧州全土に拡張すること
を目標にMaaSの検討を行うEUプロジェクト。

出所：IMOVE Website（2018年11月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト

IMOVEプロジェクト

参加企業MaaSのビジネスモデルの開発と実証

EUレベルのMaaS実装に向けたフレームワークの開発

Gothenburg（ヨーテボリ）

Manchester

（マンチェスター）

Turin（トリノ）

Berlin（ベルリン）
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IMOVEでは、Scalability Unlocker（ビジネスモデル・サービス運用方針等）と
Software Enabler（IDやAPI等データ連携方針）の2つを検討するとしている。

出所：IMOVE “Unlocking scalability of MaaS schemes in European Cities” (2018/1/11)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト 検討の全体像

検討の全体像

1

2

IMOVEプロジェクト検討の全体像
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Scalability Unlockersの検討では、持続可能なMaaSのビジネスモデルの開発に向
けたツールや手法をガイドラインとして取りまとめ、ホームページ上で公表している。

出所：IMOVE “Deliverable D1.1: Guidelines for successful multi-stakeholder partnership in IMOVE Living Labs”, “Deliverable D1.2: Guidelines for developing sustainable MaaS 

business models” (2017/12/31)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Scalability Unlockersの検討

IMOVEプロジェクト ①Scalability Unlockersの検討－ガイドライン策定

 Scalability Unlockersの検討では、持続可能な
MaaSのビジネスモデルの開発に向けたツール
や手法をガイドラインとして取りまとめ、2017年12

月にIMOVEのホームページ上で公表

– このガイドラインは、IMOVEプロジェクトのス

コープ内での活用だけでなく、プロジェクト外で
の一般的な活用も見据えて設計

持続可能なMaaSのビジネスモデル開発に向けたガイドライン検討の概要

Step 1 Step 2

Step 3

Step 5

Step 4 Step 6

MaaS実証実験の
ビジョン策定

MaaSエコシステムの
ステークホルダー特定

MaaSのビジネス
モデル開発と検証

重要なステーク
ホルダーの巻き込み

重要なステーク
ホルダーの特定

持続可能なMaaSの
サービス内容の設計
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Software Enablerとして、フロントエンドアプリとの連携を担うAPIのほか、共通的機
能のソフトウェアモジュールのあり方まで検討を行っている。

出所：IMOVE “Unlocking scalability of MaaS schemes in European Cities” (2018/1/11)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablersの検討(1/3)

フ
ロ
ン
ト
ア
プ
リ

連
携
部
分

IMOVE B2B API

 MaaSアプリや外部アプリとの連携を担うAPI

MaaS Connector & Orchestrator

 上記のMaaS関連ソフトウェアを統合し、各種交通事
業者のシステムとの連携を担う機能モジュール

Roaming Manager

 他のMaaSプラットフォームとの互換性を確保するた
めの機能モジュール

Price & Booking Manager

 各種サービスの料金やユーザーの予約情報を管
理するための機能モジュール

User Tariffs & Preferences Manager

 ユーザー毎の運賃やプロファイル・好みを管理する
ための機能モジュール

Identity Manager

 他のMaaS事業者や外部サービスとの間でユーザー
IDの連携を行う機能モジュール

Mobility Tracker

 ユーザーの移動データを収集し分析するための機
能モジュール

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

バ
ッ
ク
エ
ン
ド

P
F
間
の

連
携
部
分

IMOVEプロジェクト ②Software Enablersの検討
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ソフトウェアモジュールを組み合わせることで、様々なMaaSのオペレーション上のタス
クを処理することが可能、と紹介している。

出所：IMOVE “How to accelerate deployment and unlock scalability of MaaS? Introduction to IMOVE project” (2018/3/14)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablersの検討(2/3)

IMOVEプロジェクト ②Software Enablersの検討

2018年3月以降は、Software Enablerとして以下の
10項目のソフトウェアモジュールを提示
 Identity Manager (single service sign-on)

User Tariffs/Price Manager

User Preferences Manager

Mobility Organiser (combine solutions)

 Booking Manager

Mobility Tracker (mobility patterns, analytics)

Notification Manager

 Incentives & Engagement Manager

 Roaming Manager (cross-MaaS interoperability)
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事業者間のAPI連携に関しては、フロントエンドのアプリ連携やMaaS間のインターオ
ペラビリティの実現に向けた検討を続けている。

出所：IMOVE “Unlocking scalability of MaaS schemes in European Cities” (2018/1/11), IMOVE & MAAS4EU MID TERM EVENT - IMOVE presentation (2018/10/3)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablersの検討(3/3)

IMOVEプロジェクト ②Software Enablersの検討

サードパーティのアプリとの連携
やMaaS間のインターオペラビリ
ティを実現するためのB2B APIを

検討すると提示

2018年10月時点でも、アプリ連
携やインターオペラビリティを今
後の課題として挙げており、検

討を継続
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各実証実験ではMaaS統合レベル2-3の実現を目指しながらも、2018年10月時点では
レベル0-1の段階である。

出所：IMOVE & MAAS4EU MID TERM EVENT - IMOVE presentation (2018/10/3), IMOVE “How to accelerate deployment and unlock scalability of MaaS? Introduction to IMOVE 

project” (2018/3/14)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト 実証実験の詳細

Gothenburg

Manchester

Turin

Berlin

IMOVEプロジェクト 実証実験の詳細（2018年10月時点）

 都市・地方
エリア
（Västra

Götaland）

 大都市エリ
ア
（人口270

万人）

 都市エリア
（人口90万
人）

 大都市/地
方エリア
（人口340

万人）

実証エリア 実証実験の目標

 様々な主体による多様な
MaaSサービス開発の促進
‒ 同エリア内で複数の実証
を展開

 マルチモーダルのサービス
利用をシングルチケット化
‒ 交通ICカード（鉄道・トラム・

バスで利用可能）の利用範
囲を他交通モードに拡張

 MaaSとしてpay-as-you-goモ
デルを実用化

 あらゆる交通モードを統合
したMaaSの提供
‒ “URBI MaaS App”という

MaaSアプリを提供

統合する交通サービス

 2018年中は、公共交通と

駐車サービスを統合した
実証を展開

 公共交通（トラム, バス等）
 オンデマンド交通サービス
 タクシー
 カーシェア
 自転車シェア

 公共交通
 タクシー
 カーシェア（フリーフロート/

ステーション等）
 自転車シェア

 公共交通
 カーシェア（フリーフロート/

ステーション）
 スクーター・自転車シェア
 タクシー、Uber 等

MaaSオペレータ

 地元企業
（SpaceTime,

SmartResenär）

 自由競争

 URBI（IMOVE

参加企業）

 URBI（IMOVE

参加企業）

MaaS統合レベル

 現状：レベル1
（2018年10月時点）

 目標：レベル2-

3

 現状：レベル0
（2018年10月時点）

 目標：レベル3

 現状：レベル1
（2018年10月時点）

 目標：レベル2

 現状：レベル1
（2018年10月時点）

 目標：レベル3
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実証実験においては、様々なソフトウェアモジュールを組み合わせながらMaaSの実証
を進めている模様。

出所：IMOVE & MAAS4EU MID TERM EVENT - IMOVE presentation (2018/10/3), IMOVE “How to accelerate deployment and unlock scalability of MaaS? Introduction to IMOVE 

project” (2018/3/14)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablerの活用状況

IMOVEプロジェクト 実証実験におけるSoftware Enablerの活用状況（2018年10月時点）

Software Enabler Software Enablerの機能 Berlin Gothenburg Manchester

User Preferences 

Manager
 ユーザー毎のプロファイルや好みを管理するため
の機能モジュール

✔

（詳細不明）

✔ ✔

Notification Manager
 ユーザーへのメッセージを管理するための機能の
モジュール

✔

Roaming Manager
 他のMaaSプラットフォームとの互換性を確保するた
めの機能モジュール

✔ ✔ ✔

Price Manager
 各種サービスの料金を管理するための機能モジュ
ール

✔ ✔ ✔User Tariffs Manager
 ユーザー毎の運賃を管理するための機能モジュー
ル

✔ ✔ ✔

Identity Manager
 他のMaaS事業者や外部サービスとの間でユーザ
ーIDの連携を行う機能モジュール

✔ ✔

Mobility Organizer
 各種交通事業者のシステムと連携するための機能
モジュール

✔ ✔ ✔

Turin

Booking Manager
 ユーザーの予約情報を管理するための機能モジュ
ール

✔ ✔

Incentives & 

Engagement Manager
 行動変容を促すインセンティブやサービスへのエン
ゲージメントを管理するための機能モジュール

✔ ✔

Mobility Tracker
 ユーザーの移動データを収集し分析するための機
能モジュール

✔
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システムの機能的要件はMaaSのユースケースを分析することで抽出され、非機能的
要件はトップダウンで列挙されている。

出所：IMOVE “Deliverable D2.1 Requirement specification and analysis” （2018年7月公開）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablerの検討：システム要件の特定プロセス

①シナリオ

②ユーザー
ストーリー

③機能的要件
（フロントエンド）

④非機能的要件
（バックエンド）
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MaaSのユースケースをB2C、B2B、事業者間の連携という観点から考え、合計10個
のシナリオを物語風に言語化し、そこからMaaSの要件に関わるキーワードを抽出。

出所：IMOVE “Deliverable 4.2 IMOVE Living Labs scoping document” （2018年7月公開）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablerの検討：機能的要件を抽出するためのシナリオ（1/2）

MaaSのユースケースに関するシナリオ シナリオの記述例

Scenario 1: Joseph – Office worker business man

Scenario 2: Nicole – University student

Scenario 3: Mark – Millennial worker

Scenario 4: John, Mary, Tim and Hannah – Family routine

Scenario 5: Helena – Business woman

Scenario 6: Florian – Family break

Scenario 7: Paola – Luxury user

Scenario 8: B2B between MaaS and a private company

Scenario 9: MaaS Operator & Public Transport Company 

or Public Authority

Scenario 10: Cooperation between MaaS operator & 

Transport operator

B2C

事業者間
の連携

B2B

シナリオの説明

キーワード
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利用者目線（B2C、B2B）のシステム要件に関しては詳細に検討が進んでいるようだ
が、事業者間連携のためのシステム要件に関する議論は未だ具体性を欠いている。

出所：IMOVE “Deliverable 4.2 IMOVE Living Labs scoping document” （2018年7月公開）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablerの検討：機能的要件を抽出するためのシナリオ（2/2）

MaaSのユースケースに関するシナリオ 各シナリオから抽出されたキーワード

Scenario 1: Joseph – Office worker business man

Scenario 2: Nicole – University student

Scenario 3: Mark – Millennial worker

Scenario 4: John, Mary, Tim and Hannah – Family routine

Scenario 5: Helena – Business woman

Scenario 6: Florian – Family break

Scenario 7: Paola – Luxury user

Scenario 8: B2B between MaaS and a private company

Scenario 9: MaaS Operator & Public Transport Company 

or Public Authority

Scenario 10: Cooperation between MaaS operator & 

Transport operator

Package subscription/payment, PT ticketing, real-time PT information (timetable, 

disruptions, etc.), “real-time” ride sharing offering, special tariffs

Package subscription/payment, bike sharing offer, PT ticketing, real-time PT 

information (timetable, disruptions, etc.), “real-time” car-pooling booking

Package subscription/payment, PT ticketing, “real-time” ride sharing offering, “real-

time” car-pooling booking, incentives program, gamification techniques

Package subscription/payment, PT ticketing and car club, real-time PT information (timetable, disruptions, 
etc.), incentives program, gramification techniques, trip planning and navigation, flexible on demand ride 
sharing offering/booking, peer-to-peer walking bus, taxi booking, free floating car-club

Package subscription/payment, auto top-up, “real-time” car-pooling booking, 

incentives program, trip planning, bike sharing

Package subscription/payment, roaming manager, profile/preferences sharing, trip 

planning and navigation, PT ticketing, incentives program, car rental

Package subscription/payment, luxury non-mobility services offering, incentives program, business 

executive car-pooling booking, chauffer driven cars booking, first class PT ticketing

Integrated billing, trip planning and navigation, PT ticketing, car rental, ride-sharing, 

taxi booking

PT ticketing, private-public collaboration, profiling, data exchange, SDK developed 

and provided by public authority

Close collaboration between the MaaS operator and the Transport operators, increased efficiency, 

forwarding of incentives, keeping track of users’ preferences and mobility patterns, administration of 

exchange between transport operators

B2C

事業者間
の連携

B2B
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シナリオを多面的に考察することで、様々な視点から見たユーザーストーリーを抽出し
ている。

出所：IMOVE “Deliverable D2.1 Requirement specification and analysis” （2018年7月公開）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablerの検討：機能的要件を抽出するためのユーザーストーリー

ユーザーストーリーの説明 ユーザーストーリーの記述例

ユーザーストーリーは、システムを利用することでユーザ
ーが取り得る特定の行動を１文で表記したもの。

ユーザーストーリーを作成することの目的は、開発者が
作業量を見積もるために必要十分な情報を含む形でシ
ステム要件を記述することである。

 IMOVEのユーザーストーリーの構造は下記の通り：

As a [role] the [actor] wants [something] so that [benefit]

【立場】として【プレイヤー】は【便益】のために【何】が欲しい

視点を変えながら、１つのシナリオから複数のユーザー
ストーリーが抽出されている。

同一人物でも複数の立場を持
っており、それぞれの立場で
MaaSの利用目的は異なる
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ユーザーストーリーを起点として具体的なシステム要件が整理されており、IMOVEの
実証実験における重要度と照らし合わせながら、総合的な重要度も評価されている。

出所：IMOVE “Deliverable D2.1 Requirement specification and analysis” （2018年7月公開）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablerの検討：システム要件のまとめ方

システム要件の項目 システム要件の記載例

 ID：各システム要件に固有の識別コード

 Requirement：システム要件の内容に関する簡潔な説明

 Scenario：システム要件が由来するシナリオの番号

 Turin, Manchester, Berlin, Gothenburg, Roaming：
IMOVEが各地で実施している実証実験におけるシステム
要件の重要度を高、中、低の3段階で評価

 Importance：システム要件の総合的な重要度をMust > 

Should > Could > Won’tの4段階で評価しているが、この段
階では技術的な実現可能性は考慮していない
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IMOVEは今後実証実験を進めていくにあたり、特にユーザーIDの管理とオープン
APIに関わる機能的システム要件の充足を重要視している。

出所：IMOVE “Deliverable D2.1 Requirement specification and analysis” （2018年7月公開）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablerの検討：機能的要件

機能的要件の分類

機能的要件
（フロントエンド）

ユーザーの管理

ユーザーID

ユーザーの嗜好性

ユーザーの登録

ユーザーの追跡

ユーザーの属性情報

ユーザーのインセンティブ管理

モビリティサービス
の管理

経路検索

予約・発券

価格提示・決済

ローミング

グローバルな
システムの構築

オープンAPI

システム管理

分類ごとの重要度

6

3

6

5

6

9

7

6

5

7

5

5

5

1

1

1

2

5

0

0

0

0

0

0

要件の数

"Must"の数
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IMOVEは今後実証実験を進めていくにあたり、非機能的システム要件全般の充足を
重要視しており、特に標準への準拠とプライバシー・セキュリティーの重要度が高い。

出所：IMOVE “Deliverable D2.1 Requirement specification and analysis” （2018年7月公開）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト Software Enablerの検討：非機能的要件

非機能的要件の分類

非機能的要件
（バックエンド）

システムの構築

パフォーマンス・信頼性

インターオペラビリティ・統合

拡張性・維持管理の容易さ

ユーザビリティ

標準への準拠

データ管理

プライバシー・セキュリティー

データの品質・アクセス・信頼性

分類ごとの重要度

7

5

6

3

7

14

5

1

3

2

2

5

6

2

要件の数

"Must"の数
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IMOVEには、全14の企業・団体が参加。MaaSオペレータおよび大学、調査機関・シ
ンクタンク系の比率が多く、自動車関連企業の参加は見られない。

出所：IMOVE Website （2018年8月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
IMOVEプロジェクト 参加企業・団体

IMOVE 参加企業・団体（全14社）

MaaSオペレータ（2社） 鉄道オペレータ（2社） IT・システム（1社）

行政・自治体（2団体）

（伊） （スウェーデン）（スウェーデン） （ベルギー）

（伊） （英）

大学（1団体）

（チェコ）

調査機関・シンクタンク（6団体）

（伊） （スペイン） （スウェーデン）

（ギリシャ）（英） （伊）

（伊）

（英） （伊）
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実証地域組織概要

活動目的

 欧州レベルのMaaSの実現に向け、、ツール、ビジネ

スモデル、フレームワーク、エビデンス検討など、包
括的検討を行うEUプロジェクト

 MaaS導入の障壁を取除くため、実証活動等を通じて
、MaaSの定量的なエビデンス、フレームワークを検討
する

活動内容

ビジネスモデルの定義

エンドユーザーニーズの理解

必要技術・データの検討

MaaS4EUは、欧州レベルのMaaSの実現に向け、ツール、ビジネスモデル、フレーム
ワーク、エビデンス検討など、包括的検討を行うEUプロジェクト

出所：MaaS4EU Website （2018年8月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS4EUプロジェクト

MaaS4EUプロジェクト

参加企業

マンチェスター 独-ルクセンブルク地域 ブダペスト
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MaaSの検討においては、ビジネス、エンドユーザー、テクノロジー、政策の4つの視点
から課題を明確化しようとしている。

出所：MaaS4EU “Project Overview” (2017/06)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS4EUプロジェクト 検討の視点

MaaS4EUプロジェクト 検討の視点
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MaaSコンセプトを包括的に検討するため、具体的にはエコシステム定義やビジネスモ
デル検討、オープンプラットフォーム検討、実証実験など、10項目の検討を推進。

出所：MaaS4EU Website（2018年11月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS4EUプロジェクト 検討の全体像

MaaS4EUプロジェクト 検討の全体像
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プロジェクトにおけるこれまでの検討成果として、MaaSコンセプトの全体像を描いた
アーキテクチャーを公表した。

出所：MaaS4EU “Project Overview” (2017/06)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS4EUプロジェクト MaaSコンセプトのアーキテクチャー
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MaaS4EUプロジェクトでは、マンチェスター、独ルクセンブルク地域、ブダペストの3つ
のエリアで実証実験を展開している。

出所：IMOVE & MAAS4EU MID TERM EVENT - IMOVE presentation (2018/10/3), MaaS4EU “Project Overview” (2017/06)

* PTA：Public Transport Authority。自治体等の行政傘下で公共交通（鉄道・バス）を運営する行政機関

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS4EUプロジェクト 実証実験の概要

MaaS4EUプロジェクト 実証実験の概要

実証エリア 実証実験の目標

Luxemburg -

Germany

Budapest

Greater 

Manchester

 国境越え移動及び都市内
移動を対象としたB2C+B2B

のMaaSプロダクトの提供

 対象ユーザーは、地元住民
のみ

 都市内移動及び国境越え
移動を対象としたB2Cの
MaaSプロダクトの提供

 対象ユーザーは、地元住民
及び観光客

 都市内移動及び都市間移
動を対象としたB2C+B2Bの
MaaSプロダクトの提供

 対象ユーザーは、地元住民
及び観光客

MaaSオペレータ

 SLA（Luxemburg

における公共交
通・バス等の運
営事業者）

 Toll Service PLC（
Hungaryの道路

通行料金の管理
事業者）

 TfGM（Greater

Manchesterの
PTA*）
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MaaS4EUには、全16の企業・団体が参加。大学、調査機関・シンクタンク系の比率が
多く、自動車関連企業の参加は見られない。

出所：MaaS4EU Website （2018年8月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MaaS4EUプロジェクト 参加企業・団体

MaaSオペレータ（1社） 鉄道オペレータ（2社） 通信・テレコム・IT（1社）

行政・自治体（3団体）大学（5団体）調査機関・シンクタンク（2団体）

（フィンランド）

MaaS4EU 参加企業・団体（全16社）

（ルクセンブルグ） （独）
（ベルギー） （オランダ） （英）

（英） （英）

（ギリシャ）

（ハンガリー）

（ギリシャ）

（英） （伊）

（ハンガリー） （英） （英）

凡例： プロジェクトコーディネーター
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MyCorridorは、他のMaaS関連プロジェクトが「公共交通」主体であるのに対し、「自
動車」主体のMaaSのあり方を検討するプロジェクト。

出所：MyCorridor Website

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MyCorridorプロジェクト

MyCorridorプロジェクト

参加企業と検討サービスイメージ組織概要

活動目的

 MaaS実現に必要なシステムを、公共交通機関だけで
なく、自動車の観点で、街インフラやITSも含めて検
討するEUグラントのプロジェクト

 MaaSのEnablerとしてTM2.0を活用し、ヨーロッパレ

ベルでマルチモーダルを実現する単一プラットフォー
ムを実現することを狙う

‒ TM2.0は、TomTomやSwarco Mizarなどの企
業が2011年に開発した、自動車ナビ&交通マ
ネジメントのプラットフォーム

活動内容

国際ローミングのアーキテクチャ・ビジネスモデル検討

ユーザー受容性検討のための国際パイロット実証

バス、タクシー、自転車、カーシェアの共通API検討
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MyCorridorには、全16の企業・団体が参加。鉄道・道路運行システムを始めとする
IT関連企業の比率が多く、SWARCOとTOMTOMが主要産業パートナーとして推進

出所：MyCorridor Website（2018年8月時点）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
MyCorridorプロジェクト 参加企業・団体

MyCorridor参加企業・団体（全16社）

凡例： Key Industrial Partners

MaaSオペレータ 鉄道・道路運行システム 通信・テレコム・サービス

行政・自治体調査機関・シンクタンク大学

（伊）（ベルギー） （ギリシャ） （英国） （オーストリア）
（英） （ギリシャ）

（伊）

（ベルギー） （ギリシャ）

（ギリシャ）

（ギリシャ）

（チェコ）

（独）

（オランダ）

（ギリシャ）
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MaaS4EU、MyCorridorなどのMaaSプロジェクトでは、MaaS Allianceの検討する
APIガイドラインへの準拠・整合が検討されている模様。

出所：MyCorridor Website、Github(maas-alliance/apis)

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
（参考）MaaSプロジェクト間の連携検討

MyCorridor

MyCorridorは、MaaS AllianceのAPIガイドライ
ンに準拠することを明記

MaaS4EU

MaaS4EUでは、草の根的に、MaaS Allianceとの
API仕様連携が模索されている模様

“MyCorridorプラットフォームはMaaS Alliance APIの設計ガイ

ドラインに準拠しています。モビリティサービスプロバイダは同じ
アプローチを採用して統合を促進することが推奨されています”

“MaaS4EUとMaaS AllianceのAPIデザイン
・開発の連携について”（@Github）
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SAE InternationalはMaaS AllianceとMOUを締結しており、今後は両団体で連携し
ながらMaaSに関するガイドラインや標準を作成していく方針。

出所：SAE International、MaaS Alliance 公式サイト（2018年5月3日）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
SAE International & MaaS Alliance – 提携活動

MOU締結（2018年5月）
シェアリングモビリティと関連技術の
分類と定義を規定するレポート

 レポートでは、シェアリングモビリティに関する用語が
以下の6つに分類され、定義が整理されている：

- Travel Modes（例：carsharing, bikesharing）

- Mobility applications（例：mobility tracker apps）

- Service models（例：peer-to-peer service model）

- Operational models（例：station-based roundtrip）

- Business models（例：business-to-business roundtrip）

- Deprecated terms（例：ridesharing）

 米国系モビリティ標準化団体であるSAE 

InternationalはMaaS AllianceとMOU（覚書）を

締結し、統合型モビリティに関するガイドライ
ンや標準の作成において連携すると発表。

 2018年9月には一つ目の標準として、シェアリ

ングモビリティに関する用語の定義を規定す
るレポートを発表した。（右側を参照）

 今後も工学的な観点から統合型モビリティに
関する検討を進め、ガイドラインや標準を発
表していく予定としている。

×
 タイトル：

Taxonomy and Definitions for 

Terms Related to Shared Mobility 

and Enabling Technologies (J3163)

 発表日：2018年9月24日
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SAE InternationalによるJ3163標準では、シェアリングモビリティに関する様々な用
語の定義が整理されている。

出所：SAE International “Taxonomy and Definitions for Terms Related to Shared Mobility and Enabling Technologies” (2018年9月24日）

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
＜参考＞SAE International & MaaS Alliance – J3163標準

J3163 – Taxonomy and Definitions for Terms Related to Shared Mobility and Enabling Technologies

用語一覧

- Alternative Transportation 

Services

- Bikesharing

- Carsharing

- Courier Network Services 

(CNS)

- Microtransit

- Pedicabs

- Personal Vehicle Sharing

- Ridesharing

- Ridesourcing

- Scooter Sharing

- Shuttles

- Taxis

Travel Modes

交通モード

Mobility Applications

アプリ

Service Models

サービスモデル

Operational Models

運行モデル

Business Models

ビジネスモデル

Deprecated Terms

非推奨用語（用例）

Shared Mobility: Shared mobility is defined as the shared use of a vehicle, motorcycle, scooter, bicycle, or other travel mode; it provides 

users with short-term access to a travel mode on an as-needed basis.

シェアリングモビリティ：シェアリングモビリティとは、輸送車両、二輪自動車、スクーター、自転車、その他の交通モードの共同利用を意味す
る。ユーザーはニーズに合わせて短期的に交通モードにアクセスすることが可能になる。

- Business-to-Consumer (B2C) 

Sharing Apps

- Mobility Tracker Apps

- Peer-to-Peer (P2P) Sharing Apps

- Public Transit Apps

- Real-Time Information Apps

- Ridesourcing Apps

- Taxi e-Hail Apps

- Trip Aggregator Apps

- Membership-Based Service 

Models

- Non-Membership Service 

Models

- Peer-to-Peer (P2P) Service 

Models

- For-Hire Service Models

- Public Transit Services

- Station-Based Roundtrip

- Station-Based One-Way

- Free-Floating One-Way

- Business-to-Consumer (B2C) 

Services

- Business-to-Government (B2G) 

Services

- Business-to-Business (B2B) 

Services

- Peer-to-Peer Mobility 

Marketplace (P2P-MM)

- Peer-to-Peer Goods Delivery 

Marketplace (P2P-GDM)

- Peer-to-Peer (P2P) Delivery 

Services

- Paired On-Demand Courier 

Services

- Fractional Ownership

- Ridesharing

（注：一人の有償運転手による
一人の乗客を輸送するサービ
スを指して使用されることの間
違いを指摘しており、用語の使
い方に注意を促している。）
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ISOにおいては、ITSの標準化委員会TC204の下にWG19: Mobility Integrationを
新たに設置し、今後MaaSの標準化活動を進める見込み。

出所：公益社団法人自動車技術会

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
ISO – MaaS標準化に向けたワーキンググループ設置（国際）

WG19: Mobility Integrationを新たに設
置。コンビナーは、グローバルITSサプラ
イヤーQ-Freeのチーフテクノロジストで
あるKnut Evensen氏（ノルウェー）

ISOにおけるITS標準化委員会の活動（国際）

 TC204のスコープ

• 都市部および地方部の航空を除く交
通に関する、情報、通信、および制御
システムの標準化。それには高度道
路交通システム（ITS）の分野における

インターモーダル／マルチモーダル輸
送の側面、旅行者情報、交通管理、
公共交通、商用輸送、緊急時サービ
ス、および商用サービスを含む。

（注）車両内における情報および制御
のシステム(TC22)はスコープ外
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国内においても同様に、ITS標準化委員会の下にモビリティインテグレーション分科会
（WG19）が設置される予定で、2月に事務局が決定する模様。

出所：公益社団法人自動車技術会

他国のモーダル間データ連携／標準化等の動向整理
ISO – MaaS標準化に向けたワーキンググループ設置（国内）

ISOにおけるITS標準化委員会の活動（国内）

国内においても、モビリティインテグレ
ーション分科会（WG19）が設置される
予定
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MaaS Global等のMaaS関連プレイヤーは、今後の取組方向性として、他産業との連
携によるユースケースを提唱しており、日本でも同様の動きとなることが想定される。

出所：各種公開情報を基にADL作成
Note: 1) Google Maps上でJapanTaxiやUber等の配車サービスとは連携している

2) 厳密にはMaaSの取組みの延長線上のものではないが、今後MaaSとの連携可能性がある

MaaS×他産業のユースケース提唱・取組

他産業×MaaSのユースケース提唱・取組の内容

IT

ベ
ン
ダ

M
aaS

オ
ペ
レ
ー
タ

G
A

F
A

moovel

MaaS 

Global

HERE

Mobility

Siemens

Google / 

Sidewalk 

Labs

 moovel labという組織において、都市内移動に関係するあらゆるトピックを対象に学際的か
つ創造的な研究開発を推進

 今後の取組方向性として、住宅業界・ヘルスケア業界との連携を目指すことを表明
‒ 住宅との連携：家賃とMaaS利用料のパッケージ化、等
‒ ヘルスケアとの連携：歩行など健康的な交通手段に対するインセンティブ付与、等

 モビリティプラットフォームのユースケースとして、他産業と連携した例を提唱

‒ ブライダルショップのウェブサイトで、交通手段を予約すると同時に適切な時間でショッ
プの訪問予約を行うことができる 等

 Googleは、自社のオンライン広告を見て実店舗へ向かう顧客に対して、無料もしくはディス
カウント料金の自動運転タクシーの送迎サービスを提供する見込み

 Sidewalk Labsは、トロントにおいて、移動データを含む都市内の各種データを用いた都市
開発を推進

 将来の電気自動車の普及に向けて、モビリティ（電気自動車）とエネルギーインフラを統合
する方法について研究を推進

MaaSへの取組状況

情報の統合
予約・決済の

統合

他産業との
連携

凡例： 構想・研究段階 実証段階 サービス提供段階

（注1）

（注2）

（注2）
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Agenda

1 プロジェクト概要 p. 2

2 MaaSの標準化動向等の基礎調査 p. 4

2-1 グローバルでのMaaSの標準化動向 p. 4

2-2 分野横断的な連携を見据えたデータ連携の動向 p. 82

2-3 分野横断的な連携によるMaaSのユースケース p. 99

2-4 Beyond MaaSユースケースのインパクト分析 p. 102

2-5 MaaSに関する米国視察 p. 135

3 国際標準化に向けた今後の取組方針に関する仮説 p. 158
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オープンAPIによるデータ共有は、一部鉄道事業者やタクシー事業者のみの実施に留
まる。阻害要因として既存のデータビジネスや費用対効果の不明瞭さが挙げられる。

1. テキストファイル等の形式。 2. 外部の事業者に公開されたAPI。 3. オープンAPIの中でも特に、誰でもアクセス可能なAPI。

国内交通事業者のデータ連携の現状

都
市
部
の
事
業
者

事業者の
分類

地
方
部
の
事
業
者

鉄道

事業者

バス

タクシー

鉄道

バス

タクシー

データの
種類

静的

動的

静的

動的

静的

動的

静的

動的

静的

動的

静的

動的

前提となる
電子データ
の整備

ファイル
ベース1の

データ共有

オープン
API2による

データ共有

パブリック
API3による

データ共有
背景要因

政府による
打ち手の方向性

 デジタルな運行管理が浸透して
おらず、IT人材や資金の不足も
あり、電子データが未整備

 地方では、集客・存続を懸けて
自治体やバス事業者がオープン
データ化に取り組む事例あり

 配車アプリのために、各社は提
携関係を結び、APIでデータ連携

 配車アプリのために、各社は提
携関係を結び、APIでデータ連携

 乗換案内アプリによる情報提供
にはファイルベースで十分で、
API連携の費用対効果が不明瞭

 静的データ販売がビジネス化し
ており、API連携には既存事業ス
キームとの調整・整理が課題

デジタル化や電子
データ整備のため
のリソースを提供

プラットフォームや
連携の枠組を提供

プラットフォームや
連携の枠組を提供

データ連携による
メリットを提示

データ連携による
メリットや新たな収
益構造を提示

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

実施済み
部分的な取組

凡例 ✔
✔

データ連携の実施状況

✔

✔

✔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✔

-

-

-

-

-

--

-

-

✔
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在来線や路線バスでは交通系ICカードを基盤に連携が進んでいる一方で、新幹線や
特急列車の予約システムの連携は進んでいない。

国内交通事業者のシステム連携の現状

座
席
指
定
な
し

サービス
の分類

座
席
指
定
（配
車
）あ
り

前提となる予
約・発券システ
ムの整備

他社サービス
（サイト・アプリ
等）との連携

政府による
打ち手の方向性

 顧客を囲い込むために、事業者
はサービス自社開発を好み、他
社アプリとの連携には後ろ向き

 配車アプリで予約（配車）が可能

 交通系ICカードによって高い利

便性が実現されているため、新
たな（アプリベースの）システムを
導入する費用対効果が小さい

他モードとの
連携を後押し

システム連携の
メリットを提示

交通系ICカード用

の既存インフラを
活用する形でMaaS

を設計

✔

✔

鉄道の在来線

サービス

路線バス

タクシー

新幹線・特急列車

高速バス

✔ ✔

✔
 参入事業者が非常に多く、サー
ビス集約による利用者便益の向
上が大きく、プラットフォーマーが
活躍している状況

システム連携の実施状況

背景要因

✔
（旅行商品）

自社製サービ
ス（サイト・アプ
リ等）との連携

✔

✔

✔

✔

✔

実施済み
部分的な取組

凡例 ✔
✔

✔
（交通系ICカード）

✔
（交通系ICカード）

✔
（交通系ICカード）

✔
（交通系ICカード）
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本調査でのオープンAPI等の定義として、APIガイドライン等の整備が進んでいる金融
分野での定義を使用する。

出所：経済産業省「クレジットデータ利用に係るAPIガイドライン」（2018年4月）

（参考）オープンAPIの定義

金融分野におけるオープンAPI等の定義
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全国銀行協会は、ガイドラインの中で開発原則、開発標準、電文仕様標準を定めてお
り、長期的には金融分野を超えてAPIエコシステムが構築されることを期待。

出所：全国銀行協会「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書」（2017年7月）

金融分野における取組み オープンAPIガイドラインの枠組

APIガイドラインの枠組 APIエコシステム構想
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開発原則はオープンな設計のための留意点を規定し、開発標準は既存の業界標準へ
の準拠を推奨している。詳細な電文仕様標準は今後策定される予定。

出所：全国銀行協会「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書」（2017年7月）、経済産業省「クレジットデータ利用に係るAPIガイドライン」（2018年4月）

金融分野における取組み オープンAPIガイドラインの概要

上位規定 下位規定

開発原則
APIの開発・仕様決定に

おいて留意すべきハイ
レベルな理念を規定

 利用者目線のシンプ
ルな設計・記述

 適切なセキュリティレ
ベルの確保

 既存の標準やデファ
クトスタンダードとの
整合性の確保

 仕様変更による影響
のコントロール

各
原
則
・標
準
の

規
定
内
容

背
景
思
想

開発標準
推奨されるAPIの基本的
な仕様を規定

 アーキテクチャ・スタ
イルはRESTを推奨

 通信プロトコルは
HTTPsを推奨

 データ表現形式は
JSONを推奨

 認可プロトコルは
OAuth2.0を推奨

 バージョン管理はセ
マンティック・バージョ
ニングを推奨

電文仕様標準
APIのメッセージ上の標

準的な項目やその定義
等の目安を規定
（今後策定）

当面の対象範囲

 残高照会

 入出金明細照会

 振込

クローズドAPIからオー
プンAPIへ移行を促すた

めに、オープンな設計思
想を浸透させる。

社会的コスト低減とオー
プン・イノベーションを促
す環境づくりのために、
既に業界標準が確立さ
れた項目を明確にする。

Fintech事業者によるデ

ータの加工・集計・統合
を容易にするために、基
本的な項目やデータの
定義を明確にする。

APIの類型

参照系

更新系

認証系

API

データを取得

データを
生成・更新・削除

ユーザーの
識別情報を取得

参照系APIと更新系API

 「残高照会」と「入出金明細照会」は
参照系に、「振込」は更新系に該当

 参照系と比べて更新系はセキュリ
ティ要件が厳しく、金融機関にとって
公開に向けたコストは高いと推察

 しかし、金融機関は利便性向上によ
る収益増加が上記コストを上回ると
考え、API連携に積極的である
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金融分野ではオープンAPIの機運が高まっている。銀行はAPI公開に向けて取り組ん
でおり、Fintech事業者は多くの銀行とAPI連携を推し進めている。

出所：三菱UFJ銀行公式サイト、マネーフォワード公式サイト

金融分野における取組み オープンAPIの広がり

三菱UFJ銀行の公開API マネーフォワードのAPI連携の取り組み

 Fintech事業者であるマネーフォワードは、多くの銀行と参照系API連
携を実現しており、一部銀行と更新系API連携も実施

 更新系APIに関しては、法人向けの方が銀行の取り組みが進んでお
り、個人向け更新系APIの公開は遅れている状況

BizSTATION API
（法人向け）

三菱UFJダイレクトAPI
（個人向け）

API

類型
機能

提供

状況

API

類型
機能

提供

状況

参照系

認証

提供中

参照系

認証

提供中残高/入出金
明細照会

残高/入出金明
細照会

更新系

振込申請

更新系 振込
提供

準備中

総合振込申請

給与振込申請

特別徴収地方
税の納入

 三菱UFJ銀行は法人向けに参照系と更新系の両APIを公開しており、
個人向けには参照系APIのみ公開している

 個人向けの更新系API公開に向けて準備を進めている
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データ連携にあたり、金融分野を参考にAPIの開発原則や標準を策定すべき一方で、
電文仕様標準に関しては、策定前に事業者に対するインセンティブ設計を行うべき。

出所：全国銀行協会「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書」（2017年7月）、経済産業省「クレジットデータ利用に係るAPIガイドライン」（2018年4月）

金融分野における取組み モビリティ分野への示唆

開発原則
APIの開発・仕様決定に

おいて留意すべきハイ
レベルな理念を規定

クローズドAPIからオー
プンAPIへ移行を促すた

めに、オープンな設計思
想を浸透させる。

金
融
分
野
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
規
定
内
容
と
背
景
思
想

モ
ビ
リ
テ
ィ
分
野
に

対
す
る
示
唆

開発標準
推奨されるAPIの基本的
な仕様を規定

社会的コスト低減とオー
プン・イノベーションを促
す環境づくりのために、
既に業界標準が確立さ
れた項目を明確にする。

電文仕様標準
APIのメッセージ上の標

準的な項目やその定義
等の目安を規定
（今後策定）

Fintech事業者によるデ

ータの加工・集計・統合
を容易にするために、基
本的な項目やデータの
定義を明確にする。

 モビリティ分野ではクローズドAPIやAPI未整備に留

まる事業者が多く、金融分野と同様にオープンな設
計思想の浸透と業界標準の認知度向上は重要

 「開発原則」と「開発標準」の規定内容は、金融分
野に限らずあらゆる分野に適用し得る内容である。
将来的な他分野との連携も見据えて、モビリティ分
野も概ね規定内容に準拠する方針が考え得る

 金融分野では参照系APIが概ねオープン化され、更新系APIのオー

プン化も進行中である。一方で、モビリティ分野では参照系、更新系
を問わず、APIのオープン化は進んでいない状況

 交通事業者によるAPI公開を促すため、電文仕様標準の策定よりも
まずはオープンAPI化に向けたインセンティブ設計が優先されるべき

- MaaSの現状のビジネスモデルではMaaS事業者が交通事業者か

ら再販手数料を取るため、交通事業者は収益減少を恐れてオー
プンAPIには後ろ向きな姿勢

APIの類型

参照系

更新系

認証系

API

データを取得

データを
生成・更新・削除

ユーザーの
識別情報を取得

電文仕様標準の対象は参照系と更新系

上位規定 下位規定
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交通事業者がMaaSに参画する場合、新規利用に伴う収益増加よりも手数料に伴う収
益減少の方が大きくなり得るため、データ連携のインセンティブ設計を検討すべき。

金融分野におけるデータ連携の取組み モビリティ分野への示唆

F
in

te
ch

M
aaS

参照系API1連携 参照系API1＋更新系API2連携

ユーザー

アプリ/

サービス
金融機関

利用料

（フリーミアム型）

資産管理機能

データ分析

API連携
銀行やカード
会社など

ユーザー

アプリ/

サービス
金融機関

利用料

（フリーミアム型）

資産管理機能

データ分析

振込機能

API連携
銀行やカード
会社など

手数料

振込実行

 金融機関は更新系API

連携に積極的な姿勢

- 利便性向上による取
引量の増加を期待

- Fintechアプリはフリー

ミアム型が多く、基本
的に金融機関は手数
料を取られない

 交通事業者は更新系
API連携に後ろ向き

- 総移動需要の急増
は考えにくく、自家用
車からMaaSへの大

々的な移行が無い限
り、取引量の増加は
見込みにくい

- 現在主流のスキーム
では交通事業者に仲
介手数料が発生する

説明

機能例：残高・入出金明細照会など 機能例：振込、給与振込申請など

ユーザー

アプリ/

サービス
交通事業者

利用料

（フリーミアム型）
現在の乗換案内アプリ

経路検索機能

運行情報

API連携

運賃

交通サービス

・乗車券

ユーザー

アプリ/

サービス
交通事業者

利用料

（月額制や
都度課金制）

経路検索機能

運行情報

発券

API連携

交通サービス

仲介
手数料

運賃

機能例：経路検索、リアルタイム運行情報など 機能例：マルチモーダル一括予約・決済など

凡
例

灰字 参照系API連携で発生
青字 更新系API連携で発生・変化

情報・サービスの流れ
金の流れ

MaaSの実現には、参照系APIによる経路検索に加え、更新系APIによる予約・決済が必要だが、
金融分野と異なり、交通分野では更新系APIによるデータ連携へのインセンティブが働きにくい。

手数料なし

出所：ADL作成 Note: 1) 参照系APIとは、データ提供元のシステムから情報を取得し、データ提供先に提供するAPIである。
2) 更新系APIとは、データ提供先によるデータ提供元のシステム内の情報の書き換え（更新）が可能なAPIである。
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欧米における近年のConnected Car関連法規を整理すると、サイバーセキュリティ、
プライバシー／データ所有権、通信規格に関する議論が中心。

コネクティッド分野 欧米におけるConnected Car関連法規・規格

安全関連 環境関連 経済関連

USA 【車両安全/車内安全】

•自動車サイバーセキュリティ規格
：SAE, ISO, AUTOSAR

• OTAガイドライン：FASTR

【情報/プライバシー保護】

•個人情報保護法

【製造時排出物】

• N/A

【燃費/排ガス】

• N/A

【処分/リサイクル】

• N/A

【自国産業保護/補助】

• N/A

【競争力向上/権利化】

• 5G通信規格：C-V2X, DSRC

•データ所有権

Europe 【車両安全/車内安全】

•自動車サイバーセキュリティ規格
：SAE, ISO, AUTOSAR

• OTAガイドライン：FASTR

• インフラ企業のサイバーセキュリティ不
備に対する罰金制度：英

【情報/プライバシー保護】

•データ保護/プライバシー法：GDPR

【製造時排出物】

• N/A

【燃費/排ガス】

• N/A

【処分/リサイクル】

• N/A

【自国産業保護/補助】

• N/A

【競争力向上/権利化】

• 5G通信規格：C-V2X, DSRC

•データ所有権

出所：各種公開情報を基にADL作成

凡例：Standard, Regulation
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Connected Carの実現に向けて、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

コネクティッド分野 Connected Car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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日本の個人情報保護法に対しては、データ取得段階・データ利用段階で、第三者提供
に関する本人の同意取得などの対応が求められる。

出所：「個人情報保護法」を基にADL作成

コネクティッド分野 データ取扱いにおける課題

日本における個人情報保護法（平成29年改正）への対応

データ取得段階 データ利用段階

個人情報DB

個人情報取扱
事業者

個人

個人データ

第三者

第三者提供

• 取得するデータが個人情報（個人を識別
できる情報、要配慮個人情報）に該当す
るかを確認（第2条第1~3項）

• 適正な手段で個人情報を取得（第17条）

• 第三者提供の同意をあらかじめ取得（第
23条第1項）

• 外国第三者の同意を取得（第24条）

• 利用目的を通知・公表（第18条第1項）

等

• 個人データの安全管理のための適切な
措置を実施（第20条）

• 保有する個人データに関する事項の公
表・本人への開示（第27~28条）

• 匿名加工情報を作成するときは各種義
務を履行（第36条）

等

• 個人データの第三者提供時に確認記録
義務を履行（第25条）

• 匿名加工情報の第三者提供時に各種義
務を履行（第37条）

等
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ロンドンでは、市長主導であらゆる分野の公共データがオープン化されており、この取
り組みの成果として大きな経済効果が報告されている。

出所：国土交通省「英国政府における交通分野のオープンデータの取り組みについて（海外現地調査報告）」、UK Department for Business Innovation & Skills “Market Assessment of Public Sector Information”（2013年5月公開）
注釈1：例えばデータ活用による交通事業者のオペレーション改善や利用者の移動時間短縮など。 注釈2：例えばデータを参照することでより良い政策を策定することや、選挙における市民の判断が改善されるなど。

海外都市でのデータ連携の取組み 事例）ロンドン（1/2）

オープンデータ化の経緯 取り組みの成果

 2007年にロンドン市長がオープン化を決断したことにより、
あらゆる公共分野でオープンデータ化が始まった。

徐々にデータの提供対象を拡大し、現在はLondon

DataStoreというサイトで様々なデータの取得が可能。

交通に関しては、現在では運行情報、路線図、地図などの
静的・動的データのAPI等を公開するに至っている。

例：交通関連の取り組み

ロンドン市はオープンデータ化の経済効果の把握を重視し
ており、調査を通して成果を定量的に示している。

 2011/12年に公開された調査では、データ活用による直接
的価値1は約18億ポンド（約2,700億円）と推定される。

同調査で、データ活用による間接的価値2を含めた経済効
果は約68億ポンド（約1兆円）と推定される。

経済効果の具体例
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他分野と比べて、交通データのオープン化は需要も経済効果も特に大きく、ロンドン市
も交通分野を起点にオープンデータ化を推進している状況。

出所：UK Department for Business Innovation & Skills “Market Assessment of Public Sector Information”（2013年5月公開）、Transport for London “Assessing the value of TfL’s open data and digital partnerships”（2017年7月）

海外都市でのデータ連携の取組み 事例）ロンドン（2/2）

分野ごとのオープンデータに対する需要 交通分野における成果

データ公開サイトへのアクセス数と開発されたアプリの両
観点から、他分野と比べても交通データのオープン化に対
する需要が特に大きいことがわかる。

ロンドン交通局の報告書内で、地理空間、環境、交通、医
療、経済に関するデータが最も人気かつ潜在的価値が高
いと述べている。

開発されたアプリの数

サ
イ
ト
の
ア
ク
セ
ス
数

交通

行政運営

公営住宅物件

消費者金融

犯罪

地理空間教育

医療・社会福祉

交通データのオープン化は、ロンドン経済に一年あたり最
大1.3億ポンド（約190億円）の経済効果をもたらしている。

旅客の移動時間短縮

£90m（約132億円）
リアルタイムの運行情報や高
度な経路検索機能を搭載した
アプリを活用することで、旅客
はより正確に移動を計画するこ
とができる。

旅客体験の向上

£20m（約29億円）
交通以外のサービスの情報も
活用しながら、旅客はより良い
移動計画を立て、より簡単に、
より積極的に移動できる。

開発者向け機会創出

£15m（約22億円）
数多くの（主にロンドン拠点の）
企業が公開交通データから付
加価値を生み出し、収益を上
げ、地元経済に貢献している。

交通局の業務改善

API利用者との関係を活かし、

ロンドン交通局が自ら収集でき
ない情報も収集が可能になり、
より深い顧客理解やオペレー
ション改善が実現されている。
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ヘルシンキ市は公共データの提供者という役割に徹し、ソフトウェア開発者コミュニティ
を積極的に巻き込むことで、世界的に有名なアプリ・サービスを生み出してきた。

出所：Helsinki Region Infoshare公式サイト、各種二次情報

海外都市でのデータ連携の取組み 事例）ヘルシンキ（1/2）

Helsinki Regional Infoshare (HRI)概要 ヘルシンキ発の代表的アプリ・サービス

オープンデータ化への取り組みは市長主導で2009年に開
始され、2011年にポータルサイト（HRI）のβ版をローンチ。

当初はヘルシンキと近隣の3都市が合計予算€60,000（約
770万円）を出し合う形で始まり、間もなく地域の残り10自
治体もプロジェクトの価値を認識し、参加した。

現在のHRIポータルサイトでは645のデータセットと120の
APIが公開され、215の開発済みアプリが紹介されている。

ヘルシンキモデルの特徴として、ソフトウェア開発者コミュ
ニティを積極的に巻き込んでいる点が挙げられる。

例えば、市のイノベーションユニットForum Viriumは
「Helsinki Loves Developers」という交流会を毎月開催。

WhimはMaaS Global社が提供するモビリティアプリ
同一アプリからあらゆる交通手段の予約・決済が可能
料金は月額制と利用毎の支払いから選択可能

 BlindSquareは視覚障碍者向けのGPSナビアプリ
公共交通のリアルタイム運行情報も反映された、音声
による詳細なナビゲーション機能を搭載

 2017年時点、130か国で1万人以上の利用者を獲得

 ParkManは自動車の運転者向け駐車場検索アプリ
アプリ上で近くの駐車スペースを検索し、ナビゲーショ
ンを利用し、料金の支払いまで済ませることが可能

フィンランド全国の都心部で利用可能であり、国外でも
20都市でサービスを展開（2017年時点）
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ヘルシンキ市は社会課題解決の手段としてアプリ開発コンテストを開催し、多数の短
期実証プロジェクトに金銭的補助を提供。

出所：Helsinki Region Infoshare公式サイト、各種二次情報

海外都市でのデータ連携の取組み 事例）ヘルシンキ（2/2）

社会課題解決型コンテスト – Datademo Datademoコンテストの流れ

ヘルシンキ市が2014年に開催したDatademoは、市長等の
都市リーダーが重視している社会課題に対する解決策を
目的に据えた社会課題解決型コンテストである。

応募条件は、ヘルシンキ地域またはフィンランド国内の
オープンデータを活用し、市民の情報アクセスを向上させ、
民主政への参加を容易にするアプリであることと規定。

App 1 App 2 App 39 App 40・・・

40以上の応募アプリ

審査

App 3 App 11 App 32・・・

上位8個の応募アプリ

€2,000で

3カ月の実証

€2,000で

3カ月の実証

€2,000で

3カ月の実証

上記を3ラウンド実施し、

24個の新アプリに合計€48,000（約618万円）を補助
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日本の取組みへの示唆

 ロンドンでの経済効果は主に行政視点でのメリットで
あり、公共交通の運営主体が民間企業の場合にはメ
リットを見出しにくい点に留意すべき

 日本では、ロンドンの取組みをそのまま転用するのは
有効的ではなく、オープンデータに限らず有償での
データ提供も含めた取組みや、データの提供主体や
受益者を含めたお金/データの流れの設計などに取り
組むべきではないか

日本では、オープンデータ以外のデータ連携のあり方も模索しつつ、データを活用した
サービス開発に多様なプレイヤーが参画できる仕掛け・仕組みを作れると良い。

出所：各種公開情報を基にADL作成

海外都市でのデータ連携の取組み 日本の取組みへの示唆

交通事業者へのアプローチ MaaS事業者へのアプローチ

日本の取組みへの示唆

 利用者にとって優れたMaaSのサービスを実現するた
め、スタートアップを含めた多様なプレイヤーが参画
し競争できる仕掛け・仕組みを作ることが重要ではな
いか

– 具体的には、コンテスト等の開発者向けイベント
の開催、サービスの実証支援、等

ロンドンの取組み

 委託調査を通して、オープンデータおよびその活用に
よりもたらされる経済効果を定量的に提示

 同調査は特に交通分野での需要と経済効果が大き
いことを示し、交通分野に絞った別調査で交通データ
の公開による経済効果は年間約190億円と試算

ヘルシンキの取組み

 低予算ながらも、開発者コミュニティを巻き込むことで
サービス主導のオープンデータ化を推進

 オープンデータを活用したアプリの開発コンテストを
開催し、選ばれたアプリの実証を金銭的に支援

データ連携に取り組む上では、ルール作りやビジネスモデル、エコシステムなど、
データ連携よりも上位レイヤーでの検討も併せて行うべき。
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モビリティ内でのアンメットニーズ解消や最適化を目指すユースケースのほか、モビリ
ティ外と連携して移動の目的づくりやデータ連携を目指すユースケースが想定できる。

ユースケース検討 – 社会・産業課題とユースケースの紐付き

モビリティ関連の社会・経済課題 解決に向けたユースケース

マクロ動向 モビリティ周辺の社会課題 モビリティ周辺の経済課題

外出回数減少による
経済損失

訪日外国人の増加
（インバウンド増加）

単身世帯の増加

都市への人口集約

環境汚染・
エネルギー問題

消費行動の
多様化・高度化

労働人口の減少
（働き手の不足）

高齢化の進展

災害・気象問題

通勤時の
慢性的交通混雑

イベント時の
一時的交通混雑

外国人にとっての
利便性の向上

地方移動・宿泊需要増
への対応

交通難民・
買い物難民問題

トリップ数の減少

高齢ドライバー増加

温室効果ガス排出

非常時・異常時
の交通混乱

主
に
地
方
部

主
に
都
市
部

移動データの非活用による
潜在的経済損失

潜在的回遊機会の
取逃しによる経済損失

スタックによる
経済損失

モビリティ外
も含む最適化

モビリティ内
の最適化

移動データ
の外部での活用

モビリティ
の利便性向上
B

C

E

A

アセット非最適配分
によるトータルコスト増

移動需要
の創出

D

MaaS×物流・宅配

MaaS×都市・建設

MaaS×エネルギー

MaaS×情報通信

MaaS×小売

MaaS×金融・保険

MaaS×不動産

MaaS×宿泊・飲食

MaaS×エンターテインメント

MaaS×医療・介護

MaaS×教育

MaaS×健康管理

MaaS×レジャー・スポーツ

MaaS×農林水産

MaaS×広告・出版

MaaS

MaaS（混雑最適化）

MaaS（非常時対応）

A-1

B-1

B-2

C-1

C-2

C-3

C-4

D-1

D-2

D-3

E-1

E-2

C-5

D-4

C-6

D-5

D-6

D-7

モ
ビ
リ
テ
ィ
内

（
“
M

a
a
S
”）

モ
ビ
リ
テ
ィ
外

（
“
B

e
y
o

n
d
 M

a
a
S
”）
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分野横断的な萌芽事例を参考に、他産業との連携によるユースケースとしては下記C-1～E-2の15個が挙げられる。

ユースケースの全体整理

出所：各種公開情報を基にADL作成

ユースケース具体例 萌芽事例ユースケース 背景にある社会/産業課題 必要データ・API

混雑の可視化やインセンティブにより別ルートへ誘導し
混雑緩和を行う

 Urban Engines

 Miles
混雑最適化

 交通のスタックによる経済損失
 潜在的回遊機会の取逃しによる経済損失

非常時の代替経路探索、代替交通手段手配、迅速な非
常時対応を行う

 Vijilis非常時対応
 交通のスタックによる経済損失
 人命保護の必要性

ルート案内や予約・決済の統合を実現した（一般的な）
MaaS

 Whimなど
MaaS事例多数

検索・予約・決済統合
（MaaS統合レベル3）

 -

人流だけでなく、物流も含めて貨客混載でモビリティを最
適化する

 Uber Eats

 ヤマト実証実験
貨客混載による

最適化
 アセット非最適配分によるトータルコスト増

人の移動・需要データをもとに、街をリ・デザインする
 3D City Exp. Lab

 SiMobility / Uber / DiDi
都市のリ・デザイン

 都市内における人口・経済活動の非効率配
置

EV・マイクログリッドを組合せてエネルギー需給を最適
化する

 NUVVE

 岳南電車
エネルギー需給の

最適化
 ピーク時にエネルギー需要が過度に集中
 温暖化等の環境問題

業務管理システムと連携して、働き方に応じた最適な移
動や勤務時間、働く場所を提案する

 日本マイクロソフト
移動最適化による
働き方改革

 働き方の多様化への対応
 労働人口減少下での生産性向上の必要性

 リアルタイム移動データ

 リアルタイム運行データ

 時刻表データ、運行状況データ
 予約・決済API

 リアルタイム物流需要データ
 物流システムAPI

 都市内の移動データ
 都市計画データ

 マイクログリッドシステムAPI

 リアルタイム移動データ
 業務管理システムAPI

移動中の待ち時間を有益に過ごせるよう、その間に店
舗や商品の情報を提供。時間に合わせてルートも変更

 Cargo/Grab&Go

 VACAN

移動に応じた店舗・
商品情報の提供

 潜在的消費活動の取り逃しによる経済損失
 移動総需要の頭打ち

 リアルタイム移動データ
 クーポン等の販促データ

移動データを活用し、エコや混雑緩和への貢献度を数
値化した信用情報を提供

 芝麻信用
移動に基づく
信用情報の提供

 P2P取引・匿名取引に対する不信感払拭
 善行に報いる仕組の欠如

 リアルタイム移動データ

住居とセットで、公共交通やその他モビリティサービスな
どを円滑に利用できるプログラムを提供

 Parkmerced
住居と移動の
パッケージ化

 交通アクセスの悪い不動産の価値低下  N/A

宿泊とセットで、公共交通やその他モビリティサービスな
どを円滑に利用できるサービスを提供

 Expedia

 JTB

宿泊と移動の
パッケージ化

 不慣れな場所での移動利便性の低さ
 移動総需要の頭打ち

 宿泊施設の予約管理システムAPI

移動・待ち時間を有益に過ごせるコンテンツやゲームを
提案。その所要時間や内容に合わせてルートも変更

 Element

 PokemonGo

移動に応じた
コンテンツ・ゲーム提案

 潜在的消費活動の取逃がしによる経済損
失

 個人の嗜好データ
 ゲームAPI

病院の診療科目や時間帯を考慮して、診察と移動を一
括で手配できるサービスを提供

 NAVITIME 病院検索
病院と移動の
パッケージ化

 高齢化、交通弱者問題  病院予約システムAPI

教育とセットで、公共交通やその他モビリティサービスな
どを円滑に利用できるサービスを提供

 日本交通 キッズタクシ
ー

教育と移動の
パッケージ化

 共働きの増加や通塾率の増加等による家
庭の育児事情の変化

 リアルタイム移動データ

徒歩や自転車シェア利用など、健康増進のアクションを
促進する

 Aeon Mall Walk

 健幸ポイント
健康な移動の促進

 市民の運動不足、行政の医療費増大
 移動総需要の頭打ち

 リアルタイム移動データ

レジャー施設やイベントの料金と移動をパッケージ化し
て提供する。移動中に関連施設への寄り道等が可能

 Foli
施設・イベント料金と
移動のパッケージ化

 レジャー施設やイベントに向かう移動の付
加価値の低さ

 レジャー施設・イベントチケットの管理
システムAPI

移動最適化によって開放された駐車場用地等の都市空
間を植物工場などの農業向けに活用する

 プランテックス
移動最適化による
都市空間の農業活用

 人口増加による潜在的な食糧不足の危機
 農業従事者の減少

 農業管理システムAPI

移動データを活用し、移動履歴や現在地に応じ広告を
提供

 Telenav

 nommoc

 電通×
群馬大学

移動データを活用した
広告の提供

 交通事業の低収益性
 広告業界におけるオムニチャネル化対応

 リアルタイム移動データ
 広告配信システムAPI

MaaS×物流・宅配

MaaS×都市・建設

MaaS×エネルギー

MaaS×情報通信

MaaS×小売

MaaS×金融・保険

MaaS×不動産

MaaS×宿泊・飲食

MaaS×エンターテインメント

MaaS×医療・介護

MaaS×教育

MaaS×健康管理

MaaS×レジャー・スポーツ

MaaS×農林水産

MaaS×広告・出版

MaaS

MaaS（混雑最適化）

MaaS（非常時対応）

A-1

B-1

B-2

C-1

C-2

C-3

C-4

D-1

D-2

D-3

E-1

E-2

C-5

D-4

C-6

D-5

D-6

D-7

A3
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検討ステップとして、本プロジェクトでは、まずユースケースの全体像を整理した上で、
各ユースケースにおける経済的・社会的インパクトの定性的な分析を行う。

出所：ADL作成

検討ステップ

Beyond MaaSのインパクト分析における検討ステップ

Beyond MaaSユースケースの
全体整理

各ユースケースにおける
インパクトの定性分析

地域の諸条件を踏まえた
インパクトの定量分析

• “移動に閉じない価値創出”という観点か
ら、Beyond MaaSユースケースの全体像
を整理

• モデル地域の事業環境やプレイヤー構
造等を踏まえて、想定される経済的・社
会的インパクトを特定

• 地域の人口規模やMaaSの普及率等の諸

条件を踏まえて、想定される経済的・社
会的インパクトを定量的に算定

交通事業者による
電気販売

MaaS普及率

人口規模

電気代単価

…

個別のインパクトの算定結果を取りまとめ、
地域全体での経済的・社会的インパクトを推計

インパクトの集計時、地域内の
ステークホルダー間でゼロサムとなる
経済的インパクト等は除外する

STEP 1 STEP 2 STEP 3

本プロジェクトでのスコープ
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分野横断的な萌芽事例を参考に、他産業との連携によるユースケースとしては下記C-1～E-2の15個が挙げられる。

ユースケースの全体整理

出所：各種公開情報を基にADL作成

ユースケース具体例 萌芽事例ユースケース 背景にある社会/産業課題 必要データ・API

混雑の可視化やインセンティブにより別ルートへ誘導し
混雑緩和を行う

 Urban Engines

 Miles
混雑最適化

 交通のスタックによる経済損失
 潜在的回遊機会の取逃しによる経済損失

非常時の代替経路探索、代替交通手段手配、迅速な非
常時対応を行う

 Vijilis非常時対応
 交通のスタックによる経済損失
 人命保護の必要性

ルート案内や予約・決済の統合を実現した（一般的な）
MaaS

 Whimなど
MaaS事例多数

検索・予約・決済統合
（MaaS統合レベル3）

 -

人流だけでなく、物流も含めて貨客混載でモビリティを最
適化する

 Uber Eats

 ヤマト実証実験
貨客混載による

最適化
 アセット非最適配分によるトータルコスト増

人の移動・需要データをもとに、街をリ・デザインする
 3D City Exp. Lab

 SiMobility / Uber / DiDi
都市のリ・デザイン

 都市内における人口・経済活動の非効率配
置

EV・マイクログリッドを組合せてエネルギー需給を最適
化する

 NUVVE

 岳南電車
エネルギー需給の

最適化
 ピーク時にエネルギー需要が過度に集中
 温暖化等の環境問題

業務管理システムと連携して、働き方に応じた最適な移
動や勤務時間、働く場所を提案する

 日本マイクロソフト
移動最適化による
働き方改革

 働き方の多様化への対応
 労働人口減少下での生産性向上の必要性

 リアルタイム移動データ

 リアルタイム運行データ

 時刻表データ、運行状況データ
 予約・決済API

 リアルタイム物流需要データ
 物流システムAPI

 都市内の移動データ
 都市計画データ

 マイクログリッドシステムAPI

 リアルタイム移動データ
 業務管理システムAPI

移動中の待ち時間を有益に過ごせるよう、その間に店
舗や商品の情報を提供。時間に合わせてルートも変更

 Cargo/Grab&Go

 VACAN

移動に応じた店舗・
商品情報の提供

 潜在的消費活動の取り逃しによる経済損失
 移動総需要の頭打ち

 リアルタイム移動データ
 クーポン等の販促データ

移動データを活用し、エコや混雑緩和への貢献度を数
値化した信用情報を提供

 芝麻信用
移動に基づく
信用情報の提供

 P2P取引・匿名取引に対する不信感払拭
 善行に報いる仕組の欠如

 リアルタイム移動データ

住居とセットで、公共交通やその他モビリティサービスな
どを円滑に利用できるプログラムを提供

 Parkmerced
住居と移動の
パッケージ化

 交通アクセスの悪い不動産の価値低下  N/A

宿泊とセットで、公共交通やその他モビリティサービスな
どを円滑に利用できるサービスを提供

 Expedia

 JTB

宿泊と移動の
パッケージ化

 不慣れな場所での移動利便性の低さ
 移動総需要の頭打ち

 宿泊施設の予約管理システムAPI

移動・待ち時間を有益に過ごせるコンテンツやゲームを
提案。その所要時間や内容に合わせてルートも変更

 Element

 PokemonGo

移動に応じた
コンテンツ・ゲーム提案

 潜在的消費活動の取逃がしによる経済損
失

 個人の嗜好データ
 ゲームAPI

病院の診療科目や時間帯を考慮して、診察と移動を一
括で手配できるサービスを提供

 NAVITIME 病院検索
病院と移動の
パッケージ化

 高齢化、交通弱者問題  病院予約システムAPI

教育とセットで、公共交通やその他モビリティサービスな
どを円滑に利用できるサービスを提供

 日本交通 キッズタクシ
ー

教育と移動の
パッケージ化

 共働きの増加や通塾率の増加等による家
庭の育児事情の変化

 リアルタイム移動データ

徒歩や自転車シェア利用など、健康増進のアクションを
促進する

 Aeon Mall Walk

 健幸ポイント
健康な移動の促進

 市民の運動不足、行政の医療費増大
 移動総需要の頭打ち

 リアルタイム移動データ

レジャー施設やイベントの料金と移動をパッケージ化し
て提供する。移動中に関連施設への寄り道等が可能

 Foli
施設・イベント料金と
移動のパッケージ化

 レジャー施設やイベントに向かう移動の付
加価値の低さ

 レジャー施設・イベントチケットの管理
システムAPI

移動最適化によって開放された駐車場用地等の都市空
間を植物工場などの農業向けに活用する

 プランテックス
移動最適化による
都市空間の農業活用

 人口増加による潜在的な食糧不足の危機
 農業従事者の減少

 農業管理システムAPI

移動データを活用し、移動履歴や現在地に応じ広告を
提供

 Telenav

 nommoc

 電通×
群馬大学

移動データを活用した
広告の提供

 交通事業の低収益性
 広告業界におけるオムニチャネル化対応

 リアルタイム移動データ
 広告配信システムAPI

MaaS×物流・宅配

MaaS×都市・建設

MaaS×エネルギー

MaaS×情報通信

MaaS×小売

MaaS×金融・保険

MaaS×不動産

MaaS×宿泊・飲食

MaaS×エンターテインメント

MaaS×医療・介護

MaaS×教育

MaaS×健康管理

MaaS×レジャー・スポーツ

MaaS×農林水産

MaaS×広告・出版

MaaS

MaaS（混雑最適化）

MaaS（非常時対応）

A-1

B-1

B-2

C-1

C-2

C-3

C-4

D-1

D-2

D-3

E-1

E-2

C-5

D-4

C-6

D-5

D-6

D-7

A3
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MaaS×物流では、需要側・供給側のいずれも、人流と物流の両者を含めて貨客混載
でマッチング1)を行い、モビリティ全体の需給を最適化するユースケースを想定。

Note: 1) 現時点ではトラック等の貨物運送向け車両による旅客運送の実現は容易ではないため、ここでは検討の対象外とする。
出所：ADL作成

MaaS×物流
STEP 1：ユースケース

 MaaSを介して、人の移動及び荷物の配送のための運送依頼に対して、鉄道・バス・タクシー等の旅客運送向け車両だ
けでなくトラック等の貨物運送向け車両を含めて貨客混載で運送を行う1)ことで、モビリティ全体の需給を最適化する。

＜MaaS×物流＞貨客混載による最適化

MaaS

プラット
フォーム

…

…

…

…

需要側

貨
物

旅
客

供給側

運送運送依頼

需要側・供給側のいずれも、
人流と物流の両者を含めて貨客混載でマッチング

C-1
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このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通・物流事業者、連携先事業者の各
視点から、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×物流
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

貨客混載による最適化

C-1

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体

 地域内の環境負荷軽減
• 需要と供給のマッチングによって
供給側の非効率な運行が削減さ
れ、地域内でのCO2排出量削減
に繋がる。

交通1)・物流事業者

 輸送力活用による売上増加
• 交通・物流事業者は、利用率の低
い路線の輸送力を有効活用して
利用率を向上することができ、売
上が増加する。

利用者 連携先事業者

 地域内事業者の売上増加
• 強化された輸送力を活用しながら
物流事業者と地域の産業が連携
することで、特産品等の流通力が
高まり、地域内事業者の売上が増
加する。

 交通事業者への補助金の削減
• MaaSによって交通事業者は事業

維持に必要な一定需要を獲得しや
すくなり、自治体から交通事業者
への補助金が削減される。

 ドライバー不足への対処
• 貨客混載によって、自社のドライ
バー不足に起因する路線の廃止
や運行本数の削減等の事態を回
避できる。

 交通利便性の向上
• MaaSでの供給手段の多様化によ

り、需要に対して供給側が柔軟に
対応できるようになり、利用者に
とっての交通利便性が向上する。

 地域経済の活性化
• 強化された輸送力を活用しながら
物流事業者と地域の産業が連携
することで、特産品等の流通力が
高まり、地域内事業者の売上が増
加し、地域経済が活性化する。

 集約化によるコスト削減
• 貨客混載によって、利用率が低い
路線を他の事業者の路線に集約
化することで、運行に係るコストが
削減される。

― ―

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
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MaaS×都市・建設では、MaaSを介して収集した移動データを都市計画やインフラ整
備に活用することで、最適な都市をリデザインするユースケースを想定。

出所：国土交通省「スマート・プランニング実践の手引き」（2018年9月）を基にADL作成

MaaS×都市・建設
STEP 1：ユースケース

 MaaSを介して収集した移動データを都市計画やインフラ整備に活用することで、人々の行動パターンに対して最適な
都市空間となるように都市をリデザインする。

都市のリデザイン

移動データ
活用

リデザイン

都市計画・インフラ整備計画

個人単位の
移動データ

土地利用
データ等

現状の分析

業務フロー（例） 活用イメージ（例）

シミュレーションモデル構築

施策の検討

計画への反映

MaaS

C-2
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このユースケースにおいて、利用者、自治体（都市計画）、交通事業者、都市関係事
業者の各視点から、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×都市・建設
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

C-2

都市のリデザイン

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体（都市計画） 交通事業者1)

 利用者数の増加
• 移動しやすい都市空間に作り変え
ることで、従来よりも移動自体が増
え、各交通モードの利用者数も増
加する。

利用者

 移動体験の向上
• 人々の行動パターンに適した都市
空間を実現することで、外出率の
増加や行動パターンの変化など、
移動体験が従来よりも向上する。

都市関係事業者

 行政コストの削減
• 各種施設の立地適正化により、施
設へのアクセス性が向上すること
で、移動に係る行政コストを削減
する。

 移動時間の短縮
• 人々の行動パターンに適した都市
空間を実現することで、移動に係
る時間を従来よりも削減する。

 地域の環境負荷軽減
• 徒歩や自転車などの環境負荷の
小さな交通モードの利用を促せる
ような都市空間を実現することで、
地域内のCO2排出量を削減する。

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト

――

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト

 住民誘致による売上増加
• 都市空間の有効活用等により、都
市全体としての魅力度が向上し、
地域外から住民を誘致することが
でき、住民の増加によって住居販
売による売上が増加する。
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 分散型の再生可能エネルギー等で構成されるマイクログリッドにおいて、EVや電気バス、蓄電池式電車等の電動化モ
ビリティがヒト・モノ・エネルギーを運ぶことによって、モビリティ・エネルギー全体の需給を最適化する。

MaaS×エネルギーでは、マイクログリッドで電動化モビリティがヒト・モノ・エネルギー
を運ぶことで、モビリティ・エネルギー全体の需給を最適化するユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×エネルギー
STEP 1：ユースケース

エネルギー需給の最適化

風力発電

太陽光発電

公共施設 住宅

蓄電施設 制御システム

移動

電力系統

マイクログリッド

移動

MaaSアプリ

電気バス

EV

蓄電池式電車

…

供給＞需要のとき

供給＜需要のとき

供給能力よりも需要
が少ない、または、送
配電線の容量に空き
がないような場合、

余った電力をグリッド
から電動モビリティに
充電する

需要が供給能力より
も多い、または、送配
電線の容量に空きが
あるような場合、

電動モビリティからグ
リッド（や住宅等）に
電力に放電する

データ連携

C-3
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このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、エネルギー事業者の各視
点から、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×エネルギー
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

C-3

エネルギー需給の最適化

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体

 地域の環境負荷軽減
• 安定的なマイクログリッドによる

CO2排出量の削減に加え、交通

手段の電動化により、地域周辺の
CO2排出量を削減する。

交通事業者1)

 電力供給による収益増加
• EVや電気バス等に備えたバッテ

リーから電力を供給することで、そ
の対価の獲得によって収益が増
加する。

利用者

 電力使用料金の削減
• 余っていたときに貯めた電力を電
力需要のピーク時に使うことが可
能となるため、電力使用料金を削
減できる。

エネルギー事業者

 送配電設備のコスト削減
• マイクログリッド内の送配電設備を
新設/増強する代わりにEVや電気

バス等を活用することで、送配電
設備の設備投資コストを削減する。

―

 電力消費の制約緩和
• 電気の受け渡しにより、マイクログ
リッド内でのエネルギーの過不足
が解消し、あまり制約を受けず電
力を消費できる。

 再生可能エネルギー関係設備
の売上増加
• 再生可能エネルギーによる電力供
給が安定化することで導入が進み、
再生可能エネルギー関係設備の
売上が増加する。

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト

――

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト
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 MaaSが業務管理システムと連携して、働き方に応じた最適な移動を提案するだけでなく、移動を効率化できるような勤
務時間や働く場所まで提案する。

MaaS×情報通信では、業務管理システムと連携して、働き方に応じた最適な移動や
勤務時間、働く場所を提案するユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×情報通信
STEP 1：ユースケース

移動最適化による働き方改革

C-4

駅A

駅B

自宅

職場

個人の労働時間に合
わせて、最適な移動
ルートを提案する

退勤 ルート提案

シェアオフィス

交通機関の運行状況
を考慮して、最適な勤
務時間を提案する

交通状況
労働時間の
提案

移動に大きな影響を与える輸
送障害等を考慮して、最適な
働く場所を提案する

輸送障害
働く場所の
提案
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このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、連携先事業者の各視点か
ら、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×情報通信
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

移動最適化による働き方改革

C-4

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体

 通勤利便性向上による企業誘致
• 個人の通勤利便性が向上できるこ
とを訴求ポイントに、地域外の企
業を地域内に誘致する。

交通事業者1)

 業務オペレーションの改善
• 移動最適化によって、交通機関に
おけるピークタイムの混雑が緩和
され、混雑に伴う業務オペレーショ
ンが改善する。

利用者

 混雑緩和による機会損失軽減
• 移動最適化によって混雑を回避で
きることで、混雑に伴う個人の精
神的負荷が緩和され、その分の機
会損失が軽減される。

連携先事業者

 地域内での混雑の軽減
• 個人の移動を最適化することに
よって地域内での需給バランスも
均衡化され、地域内での混雑が全
体的に軽減される。

 交通サービスの魅力度向上
• 移動最適化によって、交通機関に
おけるピークタイムの混雑が緩和
され、交通サービスの魅力度が向
上する。

 通勤移動の効率化
• 働き方に応じた最適な移動ルート
あるいは交通状況に応じた最適な
労働時間や働く場所が提案される
ことにより、通勤移動にかかる時
間が従来よりも削減される。

 シェアオフィスの売上増加
• 最適な移動に合わせた働く場所の
柔軟化に対するニーズが高まり、
シェアオフィスの売上が増加する。

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト

――
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MaaS×エンターテインメントでは、エンターテインメント事業者とMaaS事業者が連携
することで、移動に応じたコンテンツやゲームが提案されるユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×エンターテインメント
STEP 1：ユースケース

C-5

 エンターテインメント事業者とMaaS事業者が連携することにより、移動に応じたコンテンツやゲームの提案が可能にな
り、待ち時間や移動時間をより有意義に過ごすことができると期待される。

移動に応じたコンテンツ・ゲーム提案

MaaS / エンタメアプリ

出発地

目的地

移動計画
コンテンツ・ゲーム

コンテンツの長さに応じた移動経路
の変更や、現実世界と連携するよう
なゲームの一部としての移動の提
示等が考えられる。

移動の経路や所要時間に応じたコ
ンテンツやゲームが提示される。
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移動に応じたコンテンツ・ゲーム提案

このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、エンターテインメント事業
者の各視点から、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×エンターテインメント
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

C-5

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体 交通事業者1)

 総移動量増加による売上増加
• コンテンツに合わせて移動経路が
調整されること、また、ゲームのた
めの移動が創出されることにより、
利用者の総移動量が増加し、交通
事業者の売上が増加する。

利用者 エンタメ事業者

 待ち時間・移動時間の有効活用
• 移動に応じたコンテンツやゲーム
が提案されることにより、利用者は
待ち時間や移動時間をより有意義
に活用することができ、移動に関
連する時間の時間価値が上がる。

 エンタメ消費活動の活性化
• 待ち時間や移動時間にコンテンツ
やゲームを消費することが推奨さ
れるため、利用者のエンタメ消費
活動が活性化され、エンタメ事業
者の売上が増加する。

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

 地域経済の活性化
• 待ち時間や移動時間にコンテンツ
やゲームを消費することが推奨さ
れるため、利用者のエンタメ消費
活動が活性化される。

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト

―― ――
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 MaaSによる移動最適化で自家用車中心の移動から公共交通中心の移動へとシフトを促し、自家用車用に使われてい
た駐車場用地等の都市内の空きスペースを植物工場などの農業向けに活用する。

MaaS×農林水産では、移動最適化によって開放された駐車場用地等の都市空間を
植物工場などの農業向けに活用するユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×農林水産
STEP 1：ユースケース

移動最適化による都市空間の農業活用

C-6

出発地 目的地

自家用車中心の移動

MaaSアプリ

公共交通中心の移動

駐車場

植物工場

• 駐車場用地等の都市内の空きスペー
スを植物工場などの農業向けに活用

• 都市での農業機能を高めることで、食
料の輸送距離短縮によるCO2排出量
の削減や物流コストの削減を見込む

食料の
輸送距離短縮

都市空間の
有効活用
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移動最適化による都市空間の農業活用

このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、連携先事業者の各視点か
ら、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×農林水産
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

C-6

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体

 地域の魅力向上による住民増加
• 植物工場による地産地消化で、サ
ステナビリティの観点で地域の魅
力が高まり、その魅力に惹かれた
人が移住して住民が増加する。

交通事業者1)利用者 連携先事業者

 土地活用による賃料の確保
• 駐車場用地が植物工場向けに有
効活用されることで、その土地の
所有者は一定の賃料を確保する
ことができる。

 地域の環境負荷軽減
• 植物工場による地産地消化で食
料の輸送距離が削減され、食料輸
送に伴うCO2排出量が削減される。

 植物工場の売上増加
• 植物工場で生産した食料を地域内
に供給することで、輸送コストを抑
えながら売上を増加させることが
できる。

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト

―― ―

― ―

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト
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MaaS×小売では、小売事業者とMaaS事業者が連携することで、移動に応じた店舗・
商品情報が利用者に提供されるユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×小売
STEP 1：ユースケース

 MaaSアプリを通して移動や目的地に応じた店舗・商品情報が提供されることにより、利用者の消費行動と移動が効率
化され、回遊性向上等によって地域経済が活性化される可能性がある。

移動に応じた店舗・商品情報の提供

MaaSアプリを通して目的地側のサービス（例：映画）と交通サービ

スを一括予約することで、時間制約等の条件（例：映画の上映時
間）を踏まえた経路や寄り道（例：カフェ）が提案される。

出発地 目的地

忘れ物をした際にも、車両の中で日常用品等を購入できる。

11:30

中継点

MaaSアプリ

一括予約

移動中や中継点にて広告を確認したりクーポンを取得したりする
ことで、目的地に着いてからスムーズに、お得に様々なサービスを
利用することができる。

D-1
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移動に応じた店舗・商品情報の提供

このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、小売事業者の各視点から、
経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×小売
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

D-1

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体 交通事業者1)

 移動量増加による売上増加
• 中継点を含むような移動が増える
ことにより、利用者の移動量が増
加し、交通事業者の売上が増加す
る。

利用者

 消費行動と移動の効率化
• 目的地で利用するサービスに合わ
せた移動が可能になり、移動中も
目的地側の情報を確認することが
できるため、利用者の消費行動お
よび移動が効率化される。

小売事業者

 回遊性向上による売上増加
• 大型商業施設の施設内や周辺地
域での利用者の回遊性を高めるこ
とにより、各事業者および地域全
体の売上の増加が期待される。

 地域経済の活性化
• 移動の際の寄り道の増加や目的
地周辺での回遊性の向上により、
利用者の消費活動が活発になり、
地域経済が活性化する。

 車内販売や広告からの収入
• 各モビリティサービスを提供する交
通事業者は、車内での物品販売
や広告掲載から追加的な収入を
得ることができる。

 割引クーポン等による還元
• 移動中や中継点にて取得した割
引クーポンや優待等により、目的
地の様々なサービスを利用する際
に恩恵を受けることができる。

 自社サービスの利用者増加
• 自社サービスの割引クーポンや優
待等をモビリティサービスとパッ
ケージ化することにより、利用者を
自社サービスに誘導することがで
き、売上増加が期待される。

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト

―― ――
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MaaS×レジャー・スポーツでは、イベント事業者とMaaS事業者が連携することで、イ
ベントとモビリティサービスがパッケージ化されるユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×レジャー・スポーツ
STEP 1：ユースケース

 イベント事業者とMaaS事業者が連携することにより、イベントとモビリティサービスのパッケージ化が可能になり、利便
性の向上に加え、渋滞回避保証による利用者の増加や事業者の価格設定の自由度向上等が期待される。

施設・イベント料金と移動のパッケージ化

パッケージ商品には、利用可能な移動手段が異なるバリエー
ションが考えられ、利用者の渋滞回避保証、それに伴うイベ
ント参加者の増加、さらに事業者の価格設定の自由度向上
等が期待される。

また、パッケージ商品の販売を通して、利用者の移動形態を
事前に把握することが可能になり、局所的な混雑の予防・緩
和が可能になる。

イベント事業者とMaaS事業者が連携することにより、イベント

とモビリティサービスのパッケージ化が可能になる。利用者に
とっては、利便性の向上や両サービスを個別に購入するより
割安になる等の恩恵が期待される。

イベント MaaSアプリ

連携

プランA：
基本プラン

プランB：
制限付き変更可プラン

プランC：
最速保証プラン

イベントチケット イベントチケット イベントチケット

＋＋ ＋

出発地
目的地

固定の移動手段 指定の複数移動手段 最速の移動手段

出発地
目的地

出発地
目的地

D-2
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施設・イベント料金と移動のパッケージ化

このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、イベント事業者の各視点
から、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×レジャー・スポーツ
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

D-2

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体

 局所的混雑による混乱の軽減
• パッケージ商品の事前販売を通し
て、利用者の移動形態を事前に把
握することができ、イベント前後の
局所的混雑の予防・緩和を図るこ
とができる。

交通事業者1)

 利用者増加による売上増加
• イベント前後の局所的な混雑緩和
や帰りの交通手段保証等により、
イベント参加がより容易になり、利
用者が増加し、交通事業者の売上
も増加する。

利用者

 移動時間の短縮
• イベント事業者やMaaS事業者が事

前に利用者の移動形態を把握し、
局所的な混雑を予防することや、
最速保証プランの利用を通して、
移動に係る時間が短縮される。

イベント事業者

 利用者増加による売上増加
• イベント前後の局所的な混雑緩和
や帰りの交通手段保証等により、
イベント参加がより容易になり、利
用者が増加し、イベント事業者の
売上も増加する。

 地域経済の活性化
• イベント前後の局所的な混雑緩和
や帰りの交通手段保証等により、
イベント参加がより容易になり、利
用者が増加し、地域経済が活性化
する。

 料金設定の自由度向上
• イベントと様々な移動オプションを
組み合わせることで、料金設定の
自由度が向上し、単価上昇による
利益率向上が期待できる可能性も
ある。

 割引等による還元
• イベントとモビリティサービスが
パッケージ化されることにより、個
別で購入する場合よりも割安な料
金が利用者に提示される。

 料金設定の自由度向上
• イベントと様々な移動オプションを
組み合わせることで、料金設定の
自由度が向上し、単価上昇による
利益率向上が期待できる可能性も
ある。

 局所的混雑の緩和
• パッケージ販売を通した利用者の
移動形態予測やリアルタイムの交
通状況を踏まえて、イベント前後
の局所的混雑の予防・緩和を図る
ことができる。

 利便性の向上
• これまで個別に予約・決済してき
たモビリティサービスとイベントを
一括で予約・決済できる等、利用
者の利便性が向上する。

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト

―
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MaaS×不動産では、不動産事業者とMaaS事業者が連携することで、住居とモビリ
ティサービスがパッケージ化されるユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×不動産
STEP 1：ユースケース

D-3

 不動産事業者とMaaS事業者が連携することにより、住居とモビリティサービスのパッケージ化が可能になり、不動産価
値の上昇だけでなく、都市空間の有効活用や自家用車依存からの脱却といった効果が期待される。

住居と移動のパッケージ化

自家用車への依存度が高い地域では、現状では駐車場が住宅に
併設されている場合が多い。

住居とモビリティサービスがパッケージ化され、住民が自家用車に
依存しないライフスタイルが実現されると、これまで駐車スペース
に充てられていた空間を居住空間、庭や公園、スポーツ施設とい
った高付加価値な用途に利用することができる。

駐車場併設型住居

住居空間の拡大 庭や公園の併設

スポーツ施設の併設

不動産価値が上昇することで不動産事業者が恩恵を得るだけでな
く、地域全体としても都市空間の有効活用や自家用車依存からの
脱却といった効果が期待される。
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住居と移動のパッケージ化

このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、不動産事業者の各視点か
ら、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×不動産
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

D-3

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体 交通事業者1)

 自家用車依存脱却による利用増
• 自家用車への依存度が下がること
により、他のモビリティサービスの
利用が増加し、交通事業者の売上
が増加する。

利用者

 交通関連支出の削減
• 現在は自家用車の所有に割いて
いる支出をモビリティサービスの組
み合わせに回すことにより、月々
の交通関連支出の合計額を減ら
すことができる。

不動産事業者

 住民誘致による売上増加
• 都市空間の有効活用等により、都
市全体としての魅力度が向上し、
地域外から住民を誘致することが
でき、住民の増加によって住居販
売による売上が増加する。

 不動産価値上昇による税収増加
• 不動産価値が上昇することで、固
定資産の評価額も上昇し、固定資
産税からの税収が増加する。

 駐車場関連支出の削減
• 住居関連の支出のうち、駐車場分
が不要になるため、利用者の支出
削減につながる。

 不動産価値上昇による売上増加
• 不動産価値が上昇することで、住
居の販売価格を上げることができ、
不動産事業者の売上増加が期待
される。経

済
的
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――

 地域の環境負荷軽減
• 自家用車への依存度が下がること
により、地域の環境負荷軽減が期
待される。 ―

 住民誘致による利用者増加
• 都市空間の有効活用等により、都
市全体としての魅力度が向上し、
地域外から住民を誘致することが
でき、利用者数が増加することで
交通事業者の売上が増加する。

 住民誘致による税収入増
• 都市空間の有効活用等により、都
市全体としての魅力度が向上し、
地域外から住民を誘致することが
でき、住民の増加によって税収が
増加する。
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MaaS×宿泊では、宿泊施設とMaaS事業者が連携することで、宿泊サービスとモビリ
ティサービスがパッケージ化されるユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×宿泊・飲食
STEP 1：ユースケース

 宿泊施設とMaaS事業者が連携することにより、宿泊サービスとモビリティサービスのパッケージ化が可能になり、利便
性の向上に加え、回遊性の向上や観光地の魅力度向上、事業者の価格設定の自由度向上等が期待される。

宿泊と移動のパッケージ化

出発地

観光地A

観光地B

観光地C

MaaSアプリ
宿泊施設

一括予約

宿泊サービスとモビリティサービスを様々な形で組み合わせたパッ
ケージを提供することで、宿泊事業者と交通事業者の料金設定の
自由度が向上する。

宿泊サービスとモビリティサービスがパッケージ化されることにより
、観光客にとって割安の料金でより良い移動体験が実現され、回
遊性の向上および観光地としての魅力度向上が見込まれる。

D-4
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このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、宿泊事業者の各視点から、
経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×宿泊・飲食
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

D-4

宿泊と移動のパッケージ化

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体 交通事業者1)

 移動量増加による売上増加
• 観光客にとって割安でより良い移
動体験が提供され、回遊性が向上
することにより、観光客の移動量
が増加し、交通事業者の売上も増
加する。

利用者 宿泊事業者

 回遊性向上による売上増加
• 観光客にとって割安でより良い移
動体験が提供され、回遊性が向上
することにより、観光客の移動量
が増加し、交通事業者の売上も増
加する。

 観光客の誘致
• 観光客にとって割安でより良い移
動体験が提供され、当該地域の観
光地としての魅力度が向上し、観
光客数が増加し、地域経済が活性
化される。

 回遊性の向上
• 観光客にとって割安でより良い移
動体験が提供され、回遊性が向上
し、地域経済が活性化される。

 利用者増加による売上増加
• 観光客にとって割安でより良い移
動体験が提供され、当該地域の観
光地としての魅力度が向上し、観
光客数が増加し、交通事業者の売
上も増加する。

 割引等による還元
• 宿泊サービスとモビリティサービス
がパッケージ化されることにより、
個別で購入する場合よりも割安な
料金が利用者に提示される。

 利用者増加による売上増加
• 観光客にとって割安でより良い移
動体験が提供され、当該地域の観
光地としての魅力度が向上し、観
光客数が増加し、宿泊事業者の売
上も増加する。

 料金設定の自由度向上
• 宿泊施設と様々な移動オプション、
さらには観光スポットを組み合わ
せることで、料金設定の自由度が
向上し、単価上昇による利益率向
上が期待できる可能性もある。

 料金設定の自由度向上
• 宿泊施設と様々な移動オプション、
さらには観光スポットを組み合わ
せることで、料金設定の自由度が
向上し、単価上昇による利益率向
上が期待できる可能性もある。

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト
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MaaS×医療・介護では、輸送・医療資源が同一プラットフォームで一元管理されるこ
とで、モビリティサービスと医療サービスがパッケージ化されるユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×医療・介護
STEP 1：ユースケース

 MaaSを通した輸送・医療資源の一元管理および両サービスの一括予約・決済が実現されることにより、利用者の利便
性向上に加え、利用者の総移動量増加や病院の業務オペレーション効率化および商圏拡大も期待される。

病院と移動のパッケージ化

モビリティサービスと医療サービスの双方のリソースが一元管理さ
れることにより、病院を選ぶ際に物理的な距離以外の要素も考慮
するようになるため、利用者の総移動量の増加や病院の商圏拡大
が期待される。

MaaSアプリ

プラットフォーム

モビリティサービスに関する情報（利用可能な選択肢、空き状況、
所要時間等）と医療サービスに関する情報（空き状況、医療機器
の有無等）を同一プラットフォームに集約し、MaaSアプリでの一括

予約・決済を可能とすることで、利用者の手間や待ち時間の削減
や病院の業務オペレーションの効率化が期待される。

データ

D-5
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このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、病院の各視点から、経済
的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×医療・介護
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

D-5

病院と移動のパッケージ化

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体

 医療サービスの水準向上
• 病院の商圏拡大に伴い、競争原
理がより強力に働くようになり、医
療分野全体としてのサービス水準
は向上する。

交通事業者1)

 移動量増加による売上増加
• MaaSアプリ上で病院の空き状況や

医療機材の有無等を確認でき、距
離以外も病院選びの際に考慮さ
れ、利用者の総移動量が増加し、
交通事業者の売上が増加する。

利用者

 利便性の向上
• これまで個別に予約・決済してき
たモビリティサービスと医療サービ
スを一括で予約・決済できる等、利
用者の利便性が向上する。

病院

 業務オペレーションの改善
• 利用者が適切なタイミングに適切
な病院へ案内されることにより、病
院側では受付業務をはじめ、業務
オペレーションが改善される。

 公立病院への繰出金の削減
• 公立病院の収益性改善により、自
治体による公立病院への繰出金
が削減される。

 利用者増加による売上増加
• 病院の利用者をMaaSアプリに引き

込むことができ、従来は自転車や
マイカーで移動していた利用者が
MaaS内の移動手段を利用すること
で、交通事業者の売上は増加する。

 病院での待ち時間の短縮
• 病院の空き状況を反映した旅程を
提示することで、利用者の病院で
の待ち時間が従来より短縮される。

 商圏拡大による売上増加
• MaaSアプリ上で病院の空き状況や

医療機材の有無等を確認でき、距
離以外も病院選びの際に考慮さ
れ、病院にとってはより広範囲か
ら集客することが可能になる。

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト

― ―

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト



127© Arthur D. Little Japan

MaaS×教育では、公共交通やその他モビリティサービスなどを円滑に利用できる
サービスを教育サービスとセットで提供するユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×教育
STEP 1：ユースケース

 MaaSを通した輸送・医療資源の一元管理および両サービスの一括予約・決済が実現されることにより、利用者の利便
性向上に加え、利用者の総移動量増加や病院の業務オペレーション効率化および商圏拡大も期待される。

教育と移動のパッケージ化

D-6

MaaS

アプリ

学校

塾・習い事

子ども 親

• 教育サービスの中に移動サービス
を含めた一括提供

• リアルタイムの移動データを活用し
た子どもの見守り機能

• 子どもに交通費を手渡す必要をな
くした現金管理の省力化
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このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、教育機関の各視点から、
経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×教育
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

D-6

教育と移動のパッケージ化

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体 交通事業者1)利用者 教育機関

 地域の環境負荷軽減
• 従来は自家用車で子どもの送迎を
していた人が、子どもにMaaSアプリ

を使って移動させるようになり、自
家用車での移動に伴うCO2排出
量が削減される。

 自家用車からの利用者のシフト
• 従来は自家用車で子どもの送迎を
していた人が、子どもにMaaSアプリ

を使って移動させるようになるなど、
各交通モードにおける利用者が増
加する。

 友人等との交流機会の増加
• 子どもがMaaS経由で各種交通機

関を利用することで、同じ交通機
関を利用する友人や他の馴染み
の人々と交流する機会が増加する。

 競合からの既存顧客の獲得
• MaaSによって移動の利便性向上

や見守り機能による安全性向上が
実現され、MaaSのパッケージサー

ビスを提供する教育機関は競合か
ら顧客を獲得する。

 見守り機能による安全性向上
• MaaS経由で得たリアルタイムの移

動データを使って教育機関が子ど
もの行き帰りを見守ることで、不測
の事態を察知でき、地域の安全性
が向上する。

 新規利用者の獲得
• 遠隔地のため従来は断念していた
子どもが、MaaSを使うことで教育

サービスを受けられるようになり、
各交通モードにおける利用する利
用者が増加する。

 送迎にかかる手間の削減
• 従来は自家用車で子どもの送迎を
していた人が、子どもにMaaSアプリ

を使って移動させるようになり、送
迎にかかっていた手間が削減され
る。

 新規顧客の獲得
• 遠隔地のため従来は断念していた
子どもが、MaaSを使うことによって

教育サービスを受けられるように
なり、教育機関における利用者数
が増加する。

― ―

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト

―

経
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MaaS×健康管理では、目的地や行政・公共団体がMaaSアプリを通してインセンティ
ブを付与することで、利用者の健康な移動が促進されるユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×健康管理
STEP 1：ユースケース

 MaaSアプリを通して健康な移動に対するインセンティブが付与されることにより、健康増進だけでなく、利用者の移動
形態や志向性が変化し、新たな移動需要が創出されたり回遊性が向上したりする可能性がある。

健康な移動の促進

割引、ポイント、優待等の魅力が高ければ高いほど、これらを受け
取るための新たな短距離移動需要が創出される可能性も高まる。

1

大型商業施設の内部や目的地の周辺地域における回遊行動を誘
導することで、各商業施設の売上増加、さらには地域経済全体の
活性化が期待される。

3

出発地

バス

自転車徒歩
電車

1 3

2 2 目的地

出発地

自家用車

目的地

MaaSアプリ

行政・公共団体

利用者
0

0
従来は自家用車をはじめとするドア・トゥ・ドア移動が利便性の高
い移動と認識されてきたが、MaaSと健康管理の連携により、健康
的なラストワンマイル移動を含む経路が好まれる可能性がある。

2

商業施設等の目的地や行政・公共団体が、MaaSアプリを通して、

健康な移動を促すインセンティブとして割引、ポイント、優待等を利
用者に提供。

0

D-7
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健康な移動の促進

このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、連携先事業者の各視点か
ら、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×健康管理
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

D-7

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体

 医療費の削減
• 健康増進の結果として、市民が病
院に通う頻度が低くなり、行政の
医療費負担が軽減される。

交通事業者1)

 短距離交通事業者の売上増加
• 割引、ポイント、優待等の獲得を
目的とした短距離移動需要の創出、
目的地における回遊性の向上、ラ
ストワンマイル需要の増加に伴い、
短距離移動需要が増加する。

利用者

 健康関連支出の削減
• 健康増進の結果として、病院に通
う頻度が低くなり、病院に支払う医
療費を削減でき、また、健康保険
料の割引等も期待できる。

連携先事業者

 回遊性向上による売上増加
• 自社の施設内や周辺地域での利
用者の回遊性を高めることにより、
自社もしくは周辺地域としての売
上の増加が期待される。

 地域経済の活性化
• 割引、ポイント、優待等の獲得を
目的とした短距離移動需要の創出
と目的地における回遊性の向上に
より、地域経済が活性化する。

 混雑率の低減
• 移動手段の分散化が促されること
で、特に通勤時のようなピークタイ
ムの交通混雑が緩和され、交通
サービスの魅力度が向上する。

 ポイント制度等による還元
• 健康な移動が各種ロイヤリティプ
ログラム等と紐づくことで、利用者
は健康な移動を選択することで割
引やポイント、優待等を受け取るこ
とができる。

 自社サービスの利用者増加
• 自社ロイヤリティプログラムを健康
な移動と紐づけることで、利用者を
自社サービスに誘導することがで
き、売上増加が期待される。

経
済
的
イ
ン
パ
ク
ト

社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト

―― ―



131© Arthur D. Little Japan

MaaS×広告・出版では、利用者のMaaS利用時の移動データに基づいて、現在地や
目的地、移動時間、個人の嗜好等に合った広告を提供するユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×広告・出版
STEP 1：ユースケース

 利用者がMaaSを利用する際の移動データに基づいて、現在地や目的地、移動時間、個人の嗜好等を分析し、個人の
移動状況に適した広告を利用者に提示する。

移動データを活用した広告の提供

E-1

目的地

利用者

目的地

個人の嗜好

現在地

経路地点

移動時間

移動手段

…

MaaSアプリ

移動データの
収集・分析

• 個人の移動状況に適した広告
の提供（目的地のクーポン等）

• 個人の移動状況に適したゲー
ム・動画等のコンテンツの提供
と、コンテンツの合間での広告
の提示
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移動データを活用した広告の提供

このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、連携先事業者の各視点か
ら、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×広告・出版
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

E-1

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体 交通事業者1)

 広告収入の増加
• 利用者の移動状況に合わせた広
告を提示するための媒体や場所
等を提供することで、広告からの
収入が増加する。

利用者 連携先事業者

 地域内事業者の売上増加
• 移動状況に応じた広告によって移
動エリア周辺での消費活動が促さ
れることにより、同エリア内におけ
る事業者の売上が増加する。

 地域の活性化
• 移動状況に応じた広告によって移
動エリア周辺での消費活動が促さ
れることにより、地域での経済活
動が活性化する。

―

 広告事業者の売上増加
• 移動状況に応じた広告に対する需
要が増え、広告事業者の売上が
増加する。

 コンテンツプロバイダーの増収
• 広告とセットで提供されるゲーム
や動画等のコンテンツに対する需
要が増え、そのプロバイダーの売
上が増加する。

地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト

経
済
的
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MaaS×金融・保険では、利用者のMaaS利用時の移動データに基づいて個人の信用
が評価され、その信用情報が金融機関等が活用するユースケースを想定。

出所：ADL作成

MaaS×金融・保険
STEP 1：ユースケース

 利用者がMaaSを利用した際の移動データを活用することで、エコや混雑緩和への貢献度等に基づいて個人の信用が
評価され、その信用情報を金融機関等が自社のサービス提供に活用する。

移動に基づく信用情報の提供

MaaS

移動
データ

連携先事業者

関連
データ

金融機関・
保険会社

レンタカー
事業者

ホテル
事業者

…

…
信用情報に基づいたサービス提供
（利用者の限定、一部の優遇等）

利用者

信用情報の提供

移動データ等に基づいて
個人の信用を評価• エコや混雑緩和への貢献度

• 行動パターン
• 各種サービスの利用実態
• … 信用情報機関

MaaS利用

E-2
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このユースケースにおいて、利用者、自治体、交通事業者、連携先事業者の各視点か
ら、経済的・社会的インパクトとして下記の項目が挙げられる。

Note: 1) 鉄道、バス、タクシー、オンデマンドバス、カーシェア、バイクシェア等のサービスを提供する事業者を指す。
出所：ADL作成

MaaS×金融・保険
STEP 2：経済的・社会的インパクトの定性分析

移動に基づく信用情報の提供

E-2

 経済的・社会的インパクトの定性分析

自治体

 行政の管理コスト削減
• 移動に基づく信用情報の提供を通
じて、移動時のマナー（路上駐車、
放置自転車等の抑制）に対してイ
ンセンティブが働き、行政の管理コ
ストが軽減される。

交通事業者1)

 サービス運用時のコスト削減
• 交通事業者は、信用情報から自
社にとって優先度の高い顧客層を
抽出でき、サービス運用時の効率
性が向上する。

利用者

 移動データ提供の対価獲得
• 利用者は、個人の信用評価に活
用できる移動データを提供するこ
とで、その対価を獲得する。

連携先事業者

 サービス運用時のコスト削減
• 金融機関・保険会社等の事業者
は、信用情報から自社にとって優
先度の高い顧客層を抽出でき、
サービス運用時の効率性が向上
する。

 地域の環境負荷軽減
• 移動に基づく信用情報の提供を通
じて、移動時のエコへの貢献に対
してインセンティブが働き、地域の
環境負荷が軽減される。

 交通データ提供による売上増加
• 交通事業者は、個人の信用評価
に活用できる交通データを提供す
ることで、売上が増加する。

 各種サービス利用時の優遇
• 利用者は、移動時のエコや混雑緩
和への貢献等によって個人の信
用評価を向上させ、金融機関等の
サービスを利用する際に優遇を受
けられる。

 信用情報提供による売上増加
• 信用情報機関は、移動データ等に
基づく高度な信用情報を金融機関
等に提供することで、売上が増加
する。

経
済
的
イ
ン
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社
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的
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ン
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地域全体の経済効果

地域内のゼロサム効果

地域全体の社会的効果

凡例：経済的・社会的インパクト
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イベント参加やインタビューを通しての情報収集およびキープレイヤーとの接点構築を
実施。

海外調査 成果報告（概要）

概要

イ
ベ
ン
ト
参
加

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

接
点
構
築

National Shared Mobility Summit 2019

 Workshop: Mobility On Demand On-Ramp Workshop

 Workshop: New Mobility Data Standards and Tools

 Keynote: Climate Change & Multi-modal Mobility Solutions

for a Sustainable Future

 Session: Benchmarking the European Shared Mobility Experience

 Plenary: Multi-Modal Mergers: When Single Agencies and 

Corporations Control Multiple Mobility Options

 Session: Building MaaS: Technology Challenges & Solutions

 Keynote: Advancing Access to Employment and Economic 

Opportunities with Shared Mobility

 Session: Building Multi Modal Mobility in Low Density Areas

 Plenary: Shared Mobility Innovations and Future Trends

 Session: MaaS System Design & Integration

 New Horizons in Out of the Box Mobility

報告形式

当報告書

接点構築

 SAE International: Manager

 SAE International: Engineer

インタビュイー以外で接触に成功したキープレイヤー

 ITS America

 MaaS Alliance / ERTICO

 MaaS Global
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アメリカでは、モビリティに関する取組のKGI（重要目標達成指標）として環境負荷の
軽減、安全性の確保、公平性の担保の３項目が挙げられることが多い。

出所：2019 National Shared Mobility Summit および専門家インタビュー

モビリティに関する取組のKGI

安全性の確保

 電動スクーターの普及に伴い安
全性の問題が強調され始めてい
るが、現在の議論の流れに対し
て懐疑的な意見も聞かれる。

– UberやLyftのピックアップや

電動スクーターの路上放置
が危険視されているが、科学
的根拠に乏しいとの指摘も。

– 交通安全と公安の議論が混
同されているとの指摘も。

環境負荷の軽減

 全産業の中で交通産業のCO2

排出量が最も多いことを受け、
CO2排出量削減が大きな目的と
して掲げられている。

– １つのアプローチは、伝統的
な交通工学の観点から、より
効率的な交通システムの構
築を目指す方向性。

– もう１つのアプローチは、電
動化を推進し、化石燃料へ
の依存度を下げる方向性。

公平性の担保

 「交通＝公共」という認識に基づ
き、公共サービスの責務として移
動格差解消が掲げられている。

– 利用可能な交通手段が限ら
れる地方部における移動手
段の確保といった地域間格
差是正の取組が見られる。

– 同一地域内であっても、所得
格差の是正や就業機会への
アクセス担保といった観点か
ら取組が見られる。
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都市や公共交通事業者がMaaSの取組を主導しているヨーロッパや日本と異なり、ア
メリカではUberやLyftをはじめとする新たなモビリティ事業者がMaaSの取組を主導。

出所：2019 National Shared Mobility Summit、専門家インタビュー、ADL分析

日欧米のMaaSモデルの比較

アメリカ ヨーロッパ 日本（地方部）日本（都市部）

都市 都市 都市 都市

伝統的な
公共交通

新たな
モビリティサービス

TNC

(Uber, Lyft, etc.)

伝統的な
公共交通

新たな
モビリティサービス

伝統的な
公共交通

新たな
モビリティサービス

伝統的な
公共交通

新たな
モビリティサービス

MaaS事業者
(Whim etc.)

後援不干渉→対立
→契約・管理

連携・支援

支援

支援・環境整備

Uber、Lyft等のTNCが主導

 UberやLyft等のTransportation 

Network Company (TNC)の力が強く、

鉄道やバスを除くマルチモーダルな
サービスを展開しつつある。

都市およびMaaS事業者が主導

 都市の後援を受けたMaaS事業者が各

交通モードを統合する形で取組が進め
られている。

公共交通事業者が主導

 伝統的な公共交通事業者が民営であ
り、黒字の事業者も少なくないため、彼
らがMaaSの取組を主導している。

都市（自治体）が主導

 交通事業の収益化が難しいため、都市
が各交通モードを統合する形でMaaSが
推進されている。
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MaaSに向けて、UberやLyftといったモビリティ事業者による取組が主流である一方
で、都市がデータ分析事業者のサポートを受けながら取り組む事例も見られる。

出所：2019 National Shared Mobility Summit、専門家インタビュー、ADL分析

MaaSに向けた各プレイヤーの動き

都市

伝統的な
公共交通

新たな
モビリティサービス

TNC

(Uber, Lyft, etc.)

不干渉→対立
→契約・管理連携・支援

経路検索事業者
(Transit App etc.)

データ分析事業者
(Populus, Remix, etc.) 都市全体の交通システムの管理と

交通サービスの公共性の担保を自
身の役割と認識している。

「先に市場に参入して、後か
ら公共に許しを乞う」という姿
勢で、現在は公共性の高い
取組で自身の存在意義を政
府に認めさせようとしている。

プラットフォーマーとしては他
の交通モードを統合すること
は自然の流れであるが、公共
交通に関しては都市や公共
交通機関との交渉・調整が必
要であり、統合は難しい。

新たなモビリティサービス（主にTNC）
に淘汰されないためにも、ファースト/

ラストマイル手段を統合することで利
便性を高めたいと考えている。

現在のアメリカでは志向性がWhim

のようなMaaS事業者に最も近い。

決済統合に取り組んでおり、最近アメ
リカの１都市で一括決済機能を実装。

アプローチ

アプローチデータ分析・都市ソリュー
ションのツールを提供する
ことで、都市の交通管理者
としての機能強化を目指す。

MDS等のデータ/API標準

化に向けた取組にも関与し
ている模様。
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MaaSはあらゆる交通モードの統合に重点を置いている一方で、MODは個別の交通
モードの利便性に重点を置いており、統合は選択肢を増やす手段という認識が強い。

＜参考＞MaaSとMODの違い

伝統的な公共交通

新たなモビリティサービス

Mobility as a Service (MaaS) Mobility on Demand (MOD)

MaaS
伝統的な公共交通

新たなモビリティサービス
（特にシェアリングモビリティと

マイクロモビリティ）

MOD
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FTAはMOD Sandbox Programを通して実証実験を支援するとともに、SUMCと共
催のOn-Ramp Programを通してプロジェクトレベルの技術支援を行っている。

出所：2019 National Shared Mobility Summit, FTA公式サイト

米国政府の取組

MOD Sandbox Program MOD On-Ramp Program

連邦公共交通局（Federal Transit Administration: FTA）は
2019年にMOD Sandbox Programを通じて、都市が提案す
るコンセプトやソリューションの実証実験を支援している。

同時に、MOD SandboxはFTAがプロジェクトの効果を測定
し、新たなモビリティサービスに対するFTAの政策や規制
の影響を評価する機会でもある。

 2016年にもMOD Sandbox Programを実施しており、下記
のプロジェクトに合計800万ドル（約9億円）が支給された。

応募者 テーマ 支給額

Regional Transportation Authority of Pima County 信頼性と効率性を備えた適応型モビリティ $669,158

Valley Metro Rail, Inc. スマートフォン用のモビリティプラットフォーム $1,001,000

City of Palo Alto ベイエリアの通勤時の自家用車依存脱却 $1,085,000

Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority MOD事業者との連携による利便性向上および公平性担保 $1,350,000

San Francisco Bay Area Rapid Transit 統合型カープーリング $358,000

Pinellas Suncoast Transit Authority パラトランジット（障がい者向け）MOD $500,000

Chicago Transit Authority バイクシェアサービスの導入 $400,000

Tri-County Metropolitan Transportation District TNC等も含めたオープンな経路検索サービス $678,000

Dallas Area Rapid Transit 公共型モビリティプラットフォームへのライドシェアの統合 $1,204,000

Vermont Agency of Transportation 州レベルの公共交通経路検索サービス $480,000

Pierce County Public Transportation Benefit Area Corporation 低アクセシビリティ地域の移動手段確保 $205,922

Total $7,931,080

2016年 MOD Sandbox Program 支給額一覧

非営利団体のShared-Use Mobility Center (SUMC)はFTAと
の提携関係の一環としてOn-Ramp Programを実施。

On-Ramp Programは、MODのコンセプトやソリューションを
持っている公共交通事業者やモビリティ事業者に対して、
ワークショップの開催、国の専門家コミュニティへの参加、
SUMCの研究成果等の共有、関係者マッチング、MODビ
ジネスプラン作成等の技術支援を無料で1年間提供する。

 30以上の応募プロジェクトから、6つが選ばれた。
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On-Ramp Programの6つの対象プロジェクトの内、Tompkins CountyがMaaSに取
り組む予定で、主たる目的は自動車を所有できない低所得層の足の確保である。

出所：2019 National Shared Mobility Summit、各種公開情報

米国政府の取組 関連プロジェクト

On-Ramp Program対象プロジェクト一覧 Tompkins County, Ithaca Region, NY

Capital Metro, Austin, TX

EV/AV

IndyGO, Indianapolis, IN

Mobility Hubs

MATA, Memphis, TN

First/Last Mile

MDOT MTA, Baltimore, MD

Microtransit

Ithaca Region, NY

MaaS/Integration

BART, San Francisco Bay Area, CA

On-Demand Ride-Hailing for 

Wheelchair Users

サミットのセッションでは“MaaS for small urban and 

rural communities”というタイトルで発表した。

地域内には既に多くの移動手段が存在しており、重要な
のは各移動手段の単価を踏まえ、利用者の合計交通支
出を考え、自動車を所有できない低所得層に対しても移
動手段を担保することである。

また、シェアリングモビリティを普及させることで、低所得
層も運転手として働き、収入を増やすことができる。

ただし、関係者に質問したところ、誰がMaaS事業者のよう
な役割を担い、各交通モードを束ねるのか、まだ見当が
ついていない模様。

Tompkins CountyのMaaS構想 各移動手段の単価
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米国政府の運輸省（DOT）の中ではFTAが新たなモビリティ分野の取組を主導。

出所：専門家インタビュー

＜参考＞米国政府運輸省 Department of Transportation (DOT)の組織構造

Federal Transit 

Administration (FTA)

連邦公共交通局

Federal Highway 

(FHWA)

連邦高速道路局

National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA)

国家道路交通安全局

Federal Railroad 

Administration (FRA)

連邦鉄道局
・・・

ITS Joint Program Office

ITS関連プロジェクトを一括管理

モビリティ分野の
中心プレイヤー

Department of Transportation (DOT)

米国政府運輸省
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ロサンゼルス市交通局が開発を主導するMDSがモビリティ分野のデータ/API仕様の
標準として主流になりつつある。現在の対象モードは一部のみだが、今後拡大予定。

出所：2019 National Shared Mobility Summit、MDS [https://github.com/CityOfLosAngeles/mobility-data-specification]

データ/API標準の取組事例 Mobility Data Specification (MDS)

General Transit Feed Specification (GTFS)
公共交通向けのデータ/API標準

General Bikeshare Feed Specification (GBFS)
バイクシェアと電動スクーター向けのデータ/API標準

Mobility Data Specification (MDS)

“Inspired” 整合

• モビリティ事業者のためのデータ/API仕様の標準（現在はバイクシェアと電動スクーターのみ）
• LADOT（ロサンゼルス市交通局）が開発を主導し、2018年5月頃に運用開始

 目的は「都市がモビリテ
ィサービスに関するデー
タを入手、比較、分析す
ることを可能にするデー
タ/API標準を提供する」
こと。

 背景には、自動走行車
両の普及に備えて都市
全体の交通を動的に管
理するツール（Active 

Travel Management）を整
備したい考えがある。

背景・目的

 Provider API

（モビリティ事業者向け）
- 位置情報
- トリップ情報
- 車両情報 etc.

 Agency API

（都市の自治体向け）
- 車両登録情報
- 営業許可範囲
- 車両の状態 etc.

内容・構成

 ロサンゼルス市

データ分析事業者と連
携しながらMDSの開発・
整備を主導している。

 サンタモニカ市
MDSを導入し、整備に貢
献。

 オースティン市
MDSを導入し、整備に貢
献。

導入都市

 現在はバイクシェアと電
動スクーターが対象とな
っている。

 最近ではMDSがMaaSに

活用できるという認識が
広がり、関係者によると
、今後は他の交通モード
も含める方向で取り組ん
でいる模様。実際、シア
トルでは既にカーシェア
を対象に含めている。

対象範囲

 ガバナンスモデル確立

 今後出現する新たな交
通モードへの対応
（ドローン、空飛ぶ車等）

 システム全体の計画

 施行・準拠の推奨

 ダイナミック・プライシン
グへの対応

 交通結節点マネジメント

今後の課題

従
来
の

標
準

主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
標
準

概要
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MDSは都市目線で当初はバイクシェア/電動スクーターのみが対象だったのに対し、
MaaS AllianceによるMaaS APIは当初からMaaS事業者目線で全交通モードが対象。

出所：MDS [https://github.com/CityOfLosAngeles/mobility-data-specification], MaaS Alliance [https://maas.guide/transportation-service-providers/vehicles]

データ/API標準の取組事例 MDSとMaaS AllianceによるMaaS APIの比較

MDSの開発方針・状況 MaaS AllianceのAPI開発方針・状況

ロサンゼルス市を中心として、サンタモニカ市とオースティン市の
合計3都市がデータ分析事業者と連携しながら開発を進めている。

開発主体

MaaS AllianceがMaaS GlobalやSkedgo等のMaaS事業者のAPIを参
照しながら開発を進めている。

開発主体

現在はバイクシェアと電動スクーターのみが対象だが、今後は他
の交通モードも対象とする方針。

対象モード

開発初期より全交通モードを対象とする方針。

対象モード

開発状況 開発状況

• provider_id
• provider_name
• device_id
• vehicle_id
• vehicle_type
• propulsion_type
• trip_id
• trip_duration
• trip_distance
• route
• accuracy
• start_time
• end_time
• parking_verification_url
• standard_cost
• actual_cost

MDS

交通事業者向けAPI 自治体向けAPI

トリップ 状態変化 リアルタイムデータ
• provider_id
• provider_name
• device_id
• vehicle_id
• vehicle_type
• propulsion_type
• event_type
• event_type_reason
• event_time
• event_location
• battery_pct
• associated_trip

• GBFSへの対応義務化

車両 車両：登録

車両：更新

車両：出来事

車両：位置情報

営業範囲
• device_id
• provider_id
• vehicle_id
• type
• propulsion
• year
• mfgr
• model
• status
• prev_event
• updated

• device_id
• vehicle_id
• type
• propulsion
• year
• mfgr
• model

• vehicle_id

• event_type
• event_type_

reason
• timestamp
• telemetry
• trip_id

• service_area_id
• start_date
• end_date
• area
• prev_area
• replacement_area
• type

• data

MaaS API

交通事業者向けAPI

車両情報 予約 発券 商品情報 サービス情報 運行情報・告知 決済

詳細なエンドポイントは未開発

状況の把握・管理に必要
な項目が規定されている

サービスの実現に必要な
項目が規定されている
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出所：MDS (https://github.com/CityOfLosAngeles/mobility-data-specification)

＜参考＞データ/API標準の取組事例 MDSにおける車両の状態



150© Arthur D. Little Japan

ロサンゼルス市では、バイクシェアや電動スクーター等のモビリティ事業者は、トリップ
情報や車両情報をMDSに準拠する形で都市に提供しない限り営業許可を得られない。

出所：City of Los Angeles “Mobility Data Specification – Information Briefing”

＜参考＞データ/API標準の取組事例 LA DOTによるMDSの活用
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Transit Appはカナダ発の経路検索アプリであり、志向性がWhimに近いと推察。今
後はアメリカ市場でも決済統合に取り組む予定だが、現状は１都市での実装に留まる。

出所：2019 National Shared Mobility Summit、Transit App公式サイト

MaaSの取組事例 Transit App

Transit App –経路検索アプリによる決済統合の取組

 Transit Appはカナダ発の経路検索アプリであり、

都市にアプローチして公共交通を統合し、その後
に他の交通モードを統合する戦略と推察される。

 アメリカでは決済統合がまだ進んでおらず、現状
は１都市での実装に留まる。関係者によると、今
後決済統合に取り組むとのこと。

 2019年春に公開した提言書では、都市がモビリ
ティ事業者に対して、APIによるデータ提供を義
務化すべきとの意見を表明している。

提言書：
なぜ都市がモビリティAPIによるデータ提供を義務化すべきか
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DARTは、あらゆる交通モードを統合するようなMaaSに取り組むと打ち出しており、重
点項目の一つとして公平性の担保が挙げられている。

出所：2019 National Shared Mobility Summit、DART公式サイト

MaaSの取組事例 DART “GoPass” (1/2)

DART “GoPass” – 公平性の担保に重点を置いたMaaSの取組

 ダラス高速運輸降車（Dallas Area Rapid Transit: DART）はMaaSを
目標に掲げ、あらゆる交通モードを統合する方向性を示した。

 MaaSを推進するにあたり、公平性の担保が重点項目の一つとし
て挙げられており、具体的な取組も見られる。

- ユニバーサルアクセスを意識した車両
- 待ち時間の公平性
- 非スマホ所有者のためのGoPassカード
- 16日分の料金で買える1カ月定期券は元々あったが、低所
得者は現金を多く持たないため、結局毎日1日券を買ってい
た。そこで、DARTは1日券を16日連続で買うと1カ月間乗り
放題になるプランを導入した。

GoPassアプリとGoPass Tap Card
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DARTは、自身をモビリティに関連するあらゆるサービスの中心に据えるような構想を
持っており、データやAPIについてはTNC等との対立も辞さない姿勢を見せている。

出所：2019 National Shared Mobility Summit

MaaSの取組事例 DART “GoPass” (2/2)

DART “GoPass”のMaaS構想 DART “GoPass”のMaaS構想

モビリティサービス

官民連携

コネクティッドサービスアプリやサービス

データハブ

システム統合

アナリティクス

コミュニケーション

 公共交通主体のアプリを作ることで、ユーザーアカウントや顧客
データを、新たなモビリティサービス事業者（TNC、バイクシェア等）
ではなく、公共の管理下に置きたい。

 API標準化を追求していくと述べている。
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TriMetは、地域のモビリティマネージャーになるべくロイヤリティプログラムと紐づけた
MaaSサービスに向けて取り組んでいるが、TNC等との交渉が容易でなかった模様。

出所：2019 National Shared Mobility Summit、TriMet公式サイト

MaaSの取組事例 TriMet

TriMet – MaaSとロイヤリティプログラムの組み合わせ

 ポートランド市の公的交通機関（Tri-County Metropolitan Transportation 

District of Oregon: TriMet）は過去2年間でマルチモーダル経路検索
サービスを開発し、2019年3月に新バージョンをリリースした。

 今後は経路検索サービスに決済機能も搭載して、MaaSサービスを実現

すると共に、ロイヤリティプログラムと紐づけることによって、当サービス
を通して利用者の移動形態に対してインセンティブを付与することを目
指している。

 APIのオープン化にも取り組んできたが、UberやLyftといったTNCとの
契約を締結するまでに2年以上掛かった模様。
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ヨーロッパのセッションではMaaSではなく個別モードへの関心が高く、MaaSのセッショ
ンではMaaS Allianceを含む事業者や自治体がソリューションや取組を紹介した。

出所：2019 National Shared Mobility Summit

セッションハイライト

Benchmarking the

European Shared Mobility Experience

Building MaaS:

Technology Challenges & Solutions

 ミュンヘン、パリ、ブリュッセルを視察してきたFHWAと
SUMCの混合チームの報告会のような位置付けのセッショ
ン。なお、レポートも作成している。（下図）

内容は事例のキャッチアップが多く、関心ポイントは個別
のMODサービス、EV、充電ステーションのほか、PPPや
契約等の実務面であった。MaaSへの言及は限定的。

企業や都市によるソリューションの紹介が行われた。

MaaS AllianceはWhim、pikaway、myCiceroといったヨー
ロッパのMaaS事例を紹介した後に、SAE International

およびMOD Allianceとの提携関係を紹介した。

 TriMetとDARTはそれぞれのMaaSへの取組を紹介し、今
後の方向性を説明した。

 PTVは商品であるデータ分析ツールやソフトウェアを紹介
した。具体的には、MAAS CONTROLLER、MAAS 

OPERATOR、MAAS SIMULATOR、MAAS MODELER

の4商品を異なるMaaS関連プレイヤーに対して提供して
いる。
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低密度地域のセッションでは就業機会へのアクセスが議論され、MaaSのセッションで
はTNCとMaaS事業者の違いおよびMaaSと周辺産業との連携等が議論された。

出所：2019 National Shared Mobility Summit

セッションハイライト

Building Multi Modal Mobility in

Low Density Areas
MaaS System Design & Integration

 セッション名は「Building Multi Modal Mobility in Low Density Areas」

となっているが、文脈としては地方部における就業機会へのアクセ
ス確保が強かった。

 Tompkins Countyとカリフォルニア大学の研究員はそれぞれの地域
での就業機会アクセスのためのMOD活用について紹介した。

 Greater Dayton Regional Transit Authorityの取組はMaaS要素

も含んでおり、現在は決済統合業務を委託する決済事業者を選定
中であり、また、2020年までにキャッシュレス化を実現すべく
Transit Appとも協働している模様。

 当セッションではフィンランド代表としてMaaS Global (Whim）とKyyti

Groupが登壇し、アメリカ代表としてDARTとTransLocが登壇した。

 Whimに関するアップデートとしては、近日中に中間プランである15

分間乗り放題プランが提供開始されるとのこと。

以下、パネルディスカッションのハイライト

 Whimは移動保証サービスをまだ実装していないが、取り組んでい
る途中である。また、モビリティ事業者だけでなく、保険事業者も参
入に向けて動き始めている。

 2019年1月にUberが公共団体以外とは提携しないという社内方針
を定めたため、MaaS Globalは提携できない。Whimとしては、健全
な競争を担保するためにも、提携相手には非排除性を条件として課
している。

 フィンランドでは非緊急時医療交通の統合に向けた動きが見られる
ようになってきた。Dallasでも病院の受付とモビリティサービスの連
携が提案された。

 アメリカではTNCとの交渉・調整が大きな課題となっているが、
Whimは交通事業者ではないため、競合せずにデータや知見を提
供できるパートナーになっていると考えている。
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モビリティサービスに係る国際標準化に向けて、本調査事業の成果を活用し、次年度
以降はアーキテクチャ設計を通じた戦略方向性の検討等を進めていくべき。

国際標準化に向けた検討ステップ

モビリティサービスに係る国際標準化に向けた検討ステップ

海外動向等を考慮した
今後の検討方針の策定

2018年度

• MaaS Alliance等のモビリティサービス

に係る国際標準化に関わる海外動
向の調査

• 付加価値の大きなユースケースの整
理

• モビリティサービスにおける協調領域
／競争領域を見極めるためのアーキ
テクチャの設計

• 海外動向調査に基づくロードマップの
検討

• 国内の推進体制／海外の連携先候
補の検討

• 重点領域／成長領域の同定

• 個別施策の方向性の検討

• 国内及び海外におけるパートナリン
グ戦略の検討

アーキテクチャ設計を通じた
戦略方向性の検討

2019年度

国際標準化に向けた
戦略の具体化と実行

2020年度~

検討
内容

• 国際標準化に向けた次年度以降の
検討論点

• 上記検討の場としての研究会の組成

• モビリティサービスのアーキテクチャ

• 国際標準化に向けたロードマップ

• 国内の推進体制案／海外の連携先
候補のリストアップ

• 国際標準化に向けた個別アクション
の実行

想定
アウト
プット

本調査の対象範囲



160© Arthur D. Little Japan

グローバル動向や他分野動向から、MaaSにおける標準化に向けた検討方向性として、
ビジネスモデル・プラットフォーム機能・API仕様・データ形式の検討が想定。

標準化に向けた検討方向性の仮説

検討方向性の仮説グローバル動向や他分野動向 今後の検討課題取組意義

MaaS×他産業を前提とした

ビジネスモデルに
関する検討

 2018年9月、SAE Internationalと
MaaS Allianceは、シェアリングモ

ビリティに関する用語の定義を
規定するレポートを公表

MaaS×他産業を前提とした

プラットフォーム機能
に関する検討

 MaaS Allianceは、MaaS APIガイド
でMaaSに必要な要件を整理

 IMOVEは、MaaSに必要な機能を
Software Enablersとして整理・検
討・実証

MaaS×他産業を前提とした

データ連携のための
API仕様に関する検討

 MaaS Allianceは、データ連携で
のAPI仕様の標準規格化を推進

 国内の金融分野では、データ連
携APIの電文仕様標準の策定に
向けた取組を推進

✔分野横断的な連携によるサービス発
展/融合の可能性

✔自動運転等の技術発展を見据えた
サービス発展/融合の可能性

✔海外事例ベースのプラットフォーム機
能やエコシステムの整理・検討
– 機能例：ローミング、ID管理等

✔分野横断的なユースケースに必要な
プラットフォーム機能やエコシステム

✔（MaaS Alliance 等の）海外事例ベース
のAPI仕様の整理や連携可否の検討
– API項目例：車両情報、予約等

✔分野横断的なユースケースに必要な
API仕様

MaaS×他産業を前提とした

データ形式に関する
検討

 米国では、データ標準/API仕様
として、公共交通ではGTFS、モ
ビリティ領域ではMobility Data 

Standardization (MDS)が主流化

✔交通状況に係る静的/動的なデータ
の形式のあり方や既存形式の適用
可否
– 既存データ形式例：GTFS, MDS等

 サービス種別に応じた
データ連携のあり方を
個別に検討・整理でき
ると想定

 機能面を標準規格化
することで、MaaSのサ

ービス品質を保証でき
ると想定

 事業者間のデータ連
携に向けて、主にMaaS

事業者側の負担を減
らすことができると想
定

 現在進んでいるオープ
ンデータ活用の取組
みを後押しすると想定

上記の検討方向性を見据えて、ルール作りやビジネスモデル、エコシステムの確立、データ連携を
同時に検討するには、MaaSの全体見取り図となるアーキテクチャを基軸とした戦略等の検討が想定。
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アーキテクチャを基軸とし、国際標準化に向けた検討、及び国内でのMaaS推進に向
けた下記のような取組方向性が想定される。

アーキテクチャを基軸とした取組方向性の仮説

政府
主導

民間
主導

情報整理・発信の色合い 実行の色合い

データ利活用のための
テストベッドの構築

社会的・経済的インパクトを創出可能
なユースケースの実証を支援するた

めのプラットフォームを構築

先進事例の作成・周知や
セミナー開催

事業者や自治体がより積極的にMaaS

実装に取り組むよう後押し

アーキテクチャを基にした
データ・API等の標準化

MaaSサービスを開発/横展開しやすく
なるよう事業環境を整備

（例）MaaS

Allianceの
ようなAPI開
発・標準化

実証実験の支援
データ利活用における重要な方策の
実証あるいは有望なユースケースの
実証といった選定基準を設け、実証

PJTを資金援助

MaaS事業化に向けた
ガイドラインの策定

事業者がMaaS事業化に向けた標準的
プロセスを実行できるよう支援

（例）
IMOVEの

ようなガイド
ライン策定

（例）MaaSの先進事例・
効果検証等の
レポート発信

アーキテクチャ設計
MaaS実現に向けてリファレンスと

なるモデルを構築

 このような論点を検討するため、今年度は大学、事業者等の専門家を集めて計2回の会合を開催。会合において、アーキテクチャ設計の方
針や検討対象とするユースケース等について議論を実施。



Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since 1886. We 
are an acknowledged thought leader in linking strategy, innovation and 
transformation in technology-intensive and converging industries. 
We navigate our clients through changing business ecosystems to 
uncover new growth opportunities. We enable our clients to build 
innovation capabilities and transform their organizations.

Our consultants have strong practical industry experience combined 
with excellent knowledge of key trends and dynamics. Arthur D. Little is 
present in the most important business centers around the world. We 
are proud to serve most of the Fortune 1000 companies, in addition to 
other leading firms and public sector organizations.

For further information please visit www.adlittle.com.

© Arthur D. Little Japan 2019. All rights reserved.

Arthur D. Little Japan, Inc.
Contact: 

Shiodome City Center 33F
1-5-2 Higashi Shimbashi, Minato-ku
105-7133 Tokyo
T: +81 3 6264-6300 (Reception)
www.adlittle.com


