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地方モビリティの既存モデルの変革を通じて、 
高齢者のQoL向上と地方の経済の活性化 
に繋げる

要旨

困難を抱える地方モビリティおよびその解決手段としてのMaaS

MaaSにおける地域類型ごとの共通の課題および成功の要諦

直近のトレンドを鑑みた、今後の地方モビリティの発展

地方における自家用車以外の交通の確保は重要な
課題である。人口減少および高齢化は地方において
急速に進み、交通機関の収益性を悪化させており、
例えば地方のバス事業者の85%が損益分岐点を下
回っている。また、高齢者が移動に不自由を抱える
健康寿命と平均寿命の差分は世界的にみて増加傾
向にあり、既存の自家用車を前提とした地方モビリ
ティは困難を抱えつつある。欧米でここ数年立ち上
がってきたMaaSはこうしたトレンドの中生まれたサ
ービスであり、公共交通の利用者等一定の成果を残
してきた。一方で、利用ユーザー数やビジネスモデ

ルの持続可能性などMaaSが乗り越えなければなら
ない課題も提示されつつある。

翻って日本においては80以上のMaaS事業が存在し
ており、利用ユーザー数や収益性などについて光明
を見せつつあるサービスも登場してきている。また、
日本におけるMaaSの85%は地方において運用され
ており、地方のMaaSを考える上で日本における事
例研究は今後日本でMaaS事業を開始する事業者
のみならず、世界の事業者にとっても参考となるの
ではないか。

世界経済フォーラムでは、地方自治体によるモビリ
ティ変革を支援するため、地域の類型ごとにMaaS
における共通の課題およびその課題を乗り越える
ための効果的な施策にむけた鍵(キーサクセスファ
クター – KSF)を特定した。また、各MaaS事業者へ
のインタビューを通したケーススタディにより、抽象
化されたKSFがどのように実装されているのかも明
らかにした。これらによって、今後MaaSサービスを
始める事業者・自治体にとっては地域にあわせたビ

ジネスモデル作成時のチェックリストとなるととも
に既にMaaSサービスを運用している事業者・自治
体にとっても改善の種を探すことが可能になる。ま
た、こうして考案されたビジネスモデルを実際に地
域に実装するためには既存の交通事業者との連携
や地方自治体との連携が鍵となる。今回は、10地域
以上で同一モデルを導入している事業者のケース
スタディより、実装において散見される課題および
対応するKSFを分析した。

最後に、日本、海外におけるモビリティにおけるトレン
ドおよび新型コロナウイルス感染症のモビリティサ
ービスへの影響を考察する。例えば、海外においては

ジェンダー格差をなくすためのモビリティサービスを
検討し始めており、今後の地方モビリティはこういっ
たトレンドを取り込んでいく必要性を示唆している。
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 持続可能な交通システムを提供する
ことで、健康寿命と平均寿命の差を縮
めていく

第一章 QoL向上に向けた 
持続的な移動手段を確保する 
重要性の高まり
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1 エイズワクチンの普及によって平均寿命が大きく変動している南アフリカを除く
Source: WHO
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世界における地方モビリティの動向

地方における公共交通の確保は重要な課題である。
都市化のトレンドによって都市部の人口は増加してお
り、2000年には47%だった世界の都市人口は2019年
には56%まで増加した1。一方で、引き続き地方にも一
定数の人は居住しており、例えばOECD加盟国におい
ては1/4の人が地方部に居住している2。

先進国においては高齢化は共通の課題であるが、こ
うした地方部においては高齢化の課題がより深刻で
ある。例えば2010年から2000年までの10年間におい
て、高齢化率の増加幅は三大都市圏の4.7%に対し地

方圏は5.9%となっており3、地方ではより急激に高齢
化が進行していることが分かる。また、これらの高齢
者の健康維持は大きな課題である。例えば、WHOが
2000年に提唱した健康寿命という概念は「日常生活
に制限のない期間の平均」と定義されるが4、高齢化
に伴い平均寿命と健康寿命の差分である、「日常生活
に制限のある期間」が伸びてきている。G20諸国はエ
イズワクチンの普及によって平均寿命が大きく変動し
ている南アフリカを除くと、平均寿命に対して「移動制
限がある期間」が平均13.2%であり、2010年から2019
年の間に平均4.6%「移動制限のある期間」が増加し

G20各国は軒並み、2010年から19年で健康寿命と平均寿命の差分である「移動制限があ
る期間」が増加している 

図 1
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1.2

 地方に暮らす人々
の移動のための選択
肢が減っていく、ない
しは交通空白地域が
広がっていくことにな
り、生活維持が困難
になるという悪循環
に陥っている。

ている5。（図1）健康寿命を超えた高齢者は認知機能
の衰えなどにより自家用車での移動ができなくなるこ
とが想定されるが、地方の交通分担率は自家用車依
存が70%と都市圏の46%よりも大きく6、特に地方で
は車を運転できなくなることによって、より大きな移
動の不自由を抱えることとなり、結果QoLもより下がっ
てしまう危機的な状況である。健康寿命と平均寿命の
差は年々増大傾向にあり、これらの高齢者に対して交
通手段を持続可能な形で提供していくことは、住民の
豊かな暮らしを守る上で重要な要素となる。

同様に、人口減少も地方においては急速に進んで
おり、2010年から19年の10年間で、三大都市圏では
人口が1.2%増加したのに対し地方では4.3%の減
少となった7。それに伴い公共交通の廃線が課題と
なってきた。例えば、路線バスでは2006年から6年で
11,160km(総距離数の2.7％)、鉄道においても2000
年から12年で674㎞（総距離数の2.4%）が廃線とな
った。交通空白地を「バスへのアクセスが300m以内
にないかつ、鉄道へのアクセスが500m以内にない」
と定義すると、日本国土の約半分、また人口にして約
20%が交通空白地に居住していることになる8。

多くの先進国において、公共交通は政府の支出によ
って支えられているが、例えば米国での収益性を手段
別に見てみると、全国平均ですべて赤字であり、路線

バスや通勤電車の費用回収率は50%を上回る程度
である9。地方においては今後も人口減少が進むと考
えられており、公共交通の利用者が減少するため、こ
ういった低い収益率に悩む公共交通の収益性は今後
更に悪化していくと想定され、公共交通を維持するた
めの政府の負担がより増大し、最終的に維持できなく
なっていく可能性が高い。すなわち地方に暮らす人々
の移動のための選択肢が減っていく、ないしは交通
空白地域が広がっていくことになり、生活維持が困難
になるという悪循環に陥っている。

尚、公共交通の維持は地元住民以外の観点からも重
要である。例えば宿泊観光における自家用車の利用
比率は2014年から18年の5年間で3.5%減少してい
る10。これは減少傾向にある運転免許取得率を反映し
ていると考えられる11。従って今後人口減少により縮少
していく地域の消費を観光等の流入によって補うた
めには、公共交通等の整備を進めていくことが必要不
可欠である。実際に国土交通省が関東圏の観光地を
対象に実施したアンケートでは、約4人に1人が観光
地までの公共交通機関があることを旅行の行き先選
択の条件に挙げている12。

こういった持続可能な公共交通を追求するトレンド
の中、近年欧米を中心に生まれてきた新しいアプロ
ーチがMaaSである。MaaSは Mobility as a Serviceの
略であり、複数定義があるものの、概ね「既存の複数
のモビリティサービスを統合しシームレスに提供す
るサービス」 13であるところは共通に定義されてい
る。2016年に提供開始されたフィンランドのMaaS 
Global社によるアプリWhimがその先駆けと言われて
おり、電車、バス、タクシー、レンタカーなど複数の交
通手段を一括で検索・予約・決済できる。これによっ
て、公共交通機関を始めとする自家用車以外のモビ
リティの利便性を高め、環境負荷もより少ない公共
交通等を活用し、自家用車の利用を減少させること
を目標としている。実際に2019年の調査によればヘ
ルシンキの一般的な市民の48%が公共交通を使う
ところ、Whimの利用者は63%使用しており、公共交
通のより頻繁な活用に対してMaaSの効果がある可
能性が示唆されている。

一方で、近年はこれらのサービスの利用率やビジネ
スモデルに関する疑念も提示されつつある。例えば、
上記のWhimが提供されている、フィンランドの首都
ヘルシンキでもWhimのサブスクリプション会員は人
口の1に満たず、インパクト増大に向けては、サービ
ス自体の利用率向上が鍵であるという意見もある。
また、自家用車の維持費とくらべてコストが30%ほど
下がらないとこうしたサービスを利用したくない市
民の意見もあり、どのようにしてより安価にかつ事業
継続性のある形でサービスを提供できるかがますま
す問われるようになってきている14。また、MaaSによ
るシームレスな交通システムを構築するには、既存
の交通事業者との調整が難航したりと、小規模な実
証実験ではうまくいっても本格導入や利用地域を広
げるには課題が多くあることがわかってきた。

世界におけるMaaSの流行
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計2    83

日本全国における、地域別MaaS事業一覧¹ 

2

9

8 

15

30 65
(~80%)
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1 地域区分は国土交通省「都市と地方の新た
なモビリティサービス懇談会」資料による
2 事例を地方都市と離島に含むため、合計は
一致しない 
資　料: 各社報道資料

東京・神奈川

日本におけるMaaS

日本では未来投資戦略2018におけるMaaSの記載
を皮切りに取り組みが一気に加速し、2021年現在80
を超えるMaaSが提供されている。そのうち80%が今

後よりモビリティの課題が顕在化してくる地方で実施
されており、より事業的にも交通維持においても厳し
い環境下におけるMaaSの検討が進んでいる（図2）。

こういった中で、日本においては既存交通の統合だ
けではなく、実際のモビリティサービスの提供など
も含めて、上述の収益性や利用率に関して工夫を凝
らして立ち上がりつつあるサービスがいくつか存在
している。例えば単に運賃収入・サービス利用料を
徴収するだけではなく、地域の事業者と連携してモ
ビリティサービスが事業者の店舗前で停車するよう
設定することで協賛金を集めたり、サブスクリプショ
ンを導入することで安定収益を増やし、収益性を高
めるモデルも生まれている。また、それらの運用の中
で、利用者である住民目線の改善や嗜好に合わせた
仕様の変更により、対象顧客の利用率が約10%を記
録するような目覚ましい普及を示すサービスも出て
きている。更に、このような実証の積み重ねで蓄積さ
れたノウハウをもとに10地域以上の異なる地域で同
一のモデルを展開する事例もでてきた。

本稿では、こういった地方で広く検討が始まっている
日本のMaaS事例に関して、まず各地の事情を考慮
した類型化を行った上で、各事業者へのインタビュ
ーおよび公開情報を基にした分析を行い、類型ごと
の優良事例へのインタビューを通して、各類型にお
ける共通の課題およびその課題を乗り越えるための
効果的な施策にむけた鍵(キーサクセスファクター – 
KSF)について、特に立ち上がり時のユーザー獲得お
よび収益性向上に焦点を当てて明らかにする(第二
章)。また、日本において10箇所以上で同一のモデル
を展開している「チョイソコ」の事例を通して、これら
のサービスを実際に地域に実装する場合に陥りがち
な課題およびその対処方法を明らかにする(第三章)
。最後にまとめとして、日本、海外および新型コロナウ
イルス感染症の影響によって引き起こされたトレン
ドを基に、今後のMaaSの展望を検討する(第四章)。

日本においては、すでに~80ものMaaS事業が各地域で実施されており、そのうち地方で実施され
ているものが~80%を占める

図 2
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2

2.1

その他

その他

観光需要取り込み

コミュニティ活性化

レジリエンス(防減
災・防疫)

観光客

ビジネスパーソン

対象ユーザーは、観光客やビジネスパーソンなど地域
外部ユーザーと、地域の高齢者・住民等の地域内部ユ
ーザーに大別される

導入目的は、交通空白地域の移動支援や移動困難者など地
域の交通維持と、観光需要の取り込みやコミュニティ活性化
などの交通や商業の潜在市場活用に大別される

高齢者

住民全般他

学　生

障がい者

妊産婦・子育て女性

免許ない成人(移民)

導入目的別、日本におけるMaaS分類対象とされるユーザー層別、日本におけるMaaS分類

QOL向上

地域外部

交通空白地域
の移動支援

社会コスト軽減
(医療・健康)

モーダルシフト
(マイカー抑制)

移動困難者の支援

地域の交通維持

地域の交通維持

地域内部

資　料: 各社報道資料
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第二章: 日本の地方における
課題および地域の類型化

地域類型および類型ごとの事例研究

第一章では住民の健康や経済など、地方交通維持
の重要性について言及したが、地方と一口で言って
も状況は大きく異なる。第一章でも取り上げた80を
超える日本におけるMaaS事例の目的および対象ユ
ーザーを分析してみると、下記のように大別され、対
象ユーザーについては地域内部の人(例: 高齢者、住

民全般)と外部の人(例: 観光客、ビジネスパーソン)
、MaaSの目的については地域の交通維持交通(例: 
交通空白地域の移動支援、移動困難者の支援)や商
業の潜在市場活用(例: 観光需要取り込み、コミュニ
ティ活性化)で大別されることがわかる（図3）。

日本におけるMaaSは対象ユーザーと導入目的において、大きく2つに大別される図 3

4つの地域類型とMaaSの目的意識から、
仮説的な課題とキーサクセス 
ファクター（KSF）を特定する

MaaSを用いた 地方モビリティの変革 7



A B

C D

対
象
者
: 地
域
外
部
の
人

対
象
者
: 地
域
内
部
の
人

課題: 地域の交通維持 課題: 交通や商業の潜在市場活用

観光取り込み型MaaS
ニーズ：公共交通の利便性向上による住民のQOL向上
ゾーン：面積は中から大、移動距離は短～長 
交通：鉄道など既存の大型手段があるが、採算が悪い
特徴：域外から訪問客が一定数おり、更なる需要取り込み余地
例: WILLER 京都丹後鉄道

地域維持型MaaS
ニーズ：人口分布が疎な地域での公共交通の維持 
ゾーン：①面積が小、移動距離は短②面積が大、移動距離が長
交通：バスなど既存の手段があるが、採算が悪く維持困難
特徴：過疎地での高齢化が進んでいる地域が多い
例: 庄原MaaS, チョイソコ

地域活性型MaaS
ニーズ：より利便性の高い交通サービスが提供
ゾーン：比較的広域（市の行政圏・経済圏と連動）
交通：電車、バス、タクシーなど多様な手段が整備
特徴：都市部など多様なサービスが集積している地域が多い
例: my route, Emot

観光促進型MaaS
ニーズ：潜在観光客・関係人口の取り逃がしと足の確保
ゾーン：面積は中、移動距離は長い
交通：都市からの既存の公共交通が比較的整備
特徴：観光スポットなど地域資源が豊富にある
例: Izuko, Setowa

資 料: 第四次産業革命日本センターモビリティチーム分析

これに基づき、今回は地域が解決したい課題と地域
で主に課題を抱える人によって、地域を類型化した。
すなわち、課題については交通維持であるか、交通

や商業などの潜在市場の活用かであり、対象とする
人は、地域内部の人のみであるか、地域外部の人も
対象とするかである（図4）。

以上を元に作成したそれぞれの地域類型および必
要とされるMaaSを以下のように呼ぶこととする:

対象者が地域外部の人かつ課題が地域の交通維
持:A.観光取り込み型MaaS 
この地域は地域住民の減少等により地域の交通維
持に課題があるものの、観光資源が存在しており一
定程度の観光客の来訪が見込める地域を想定して
いる。典型的には、観光客の交通機関利用増を通じ
て交通網を維持し、地元住民の利用促進を狙うため
に、インバウンドなど交通手段を持たない観光客の
取り込み、地元交通機関の利用に繋がるような観光
地との連携および交通機関のサービス改善、などが
鍵となる。

対象者が地域外部の人かつ課題が交通や商業の潜
在市場活用: B. 観光促進型MaaS 
この地域は観光・商業資源が十分にあるものの、地
域内の移動手段が限定的であるため、地域の観光
資源を十分に使い切れないような地域を想定してい
る。典型的には、地域内での移動手段・サービスを改

善し、更に観光スポットの掘り起し・訴求と連動させ
ることで、来訪者が回遊しやすく、長く滞在可能とす
ること、などが鍵となる。

対象者が地域内部の人かつ課題が地域の交通維持: 
C. 地域維持型MaaS 
この地域は地域住民の減少等により地域の交通維
持が課題であり、かつ観光客などの外部からの訪問
が限定的であり、経済的にも難しい地域を想定して
いる。典型的には、地域住民が外出しやすい移動サ
ービスや目的地の創出・提供、外出意欲が高まるよう
な仕掛けを通じて、移動需要を高め移動量を増やす
こと、などが鍵となる。

対象者が地域内部の人かつ課題が交通や商業の潜
在市場活用: D. 地域活性型MaaS 
この地域は人口も一定数おり、商業・文化資源など
の都市機能を有しているものの、交通手段が限定的
もしくは十分認知されていないことが原因で、住民・
来訪者が十分に活用できていないような地域を想
定している。典型的には、移動も利便性を向上する

地方都市における課題は対象者および課題によって4つに分類され、それぞれ 
有効なMaaSの種類が異なる

図 4
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KSF

庄原 MaaS
Izuko

庄原 MaaS
my route

WILLER

Izuko

チョイソコ

my route 

チョイソコ

チョイソコ

共通する課題

象限によらない
KSF

A. 観光取り込み型
MaaS

B. 観光促進型
MaaS

C. 地域維持型
MaaS

D. 地域活性型
MaaS

ケーススタディ

利用者の行動・意識の変化につながらず、
サービスが結局利用してもらえない

ターゲット顧客の嗜好に合わせた情報発信やサービス
仕様の仕方になっていない

都度課金モデルによって、日々の都度使用に制限を感じて
しまい、繰り返しの利用につながらない

補助金に依存しており、限界利益も確保できておらず、
単体での経済持続性がない

観光客がくるものの、地元の交通機関利用にハードルが
ある

地域内で提供される移動手段が限られており、行きたい
観光地に行けない

定期的に行きたい場所・コミュニティが存在しない

地域に移動の目的地は存在するものの、認知度が低く、
訪問も限られている

利用者目線のサービス提供: 日々の行動を変容し、 利用したいと
思えるような利用者目線のサービスの提供

カスタマイズ: ターゲット顧客の嗜好にあわせた仕様のカスタマイズ  
(例: 高齢者を顧客とし、電話でコミュニケーション)

繰り返し利用: 利用者にとって繰り返し利用することへの負担を少なく
する(例: サブスクリプションのような柔軟な決済モデル)

補助金・運賃収入だけに頼らない収益源確保: 運賃以外の収益性の
確保 (例: チョイソコにおける、移動先等からの収入)

観光客のシームレスな取り込み: 観光客のスムーズな地元交通機関
利用に向けたサービスの最適化(例: QRコード決済、多言語対応、等)

地域内交通の整備・利用促進: 既存交通より自由で手軽なデマンド
交通の提供

目的地の提供による移動の動機づけ(コトづくり): 地元住民が多く
集まる場作りによる、外出促進

事業者連携: 事業者との連携によるサービスとしての目的地網羅性
向上および送客連携の強化

資 料: 第四次産業革命日本センターモビリティチーム分析

新たなサービス・手段の導入も含めた目的地の網羅
性向上と、目的地の掘り起し・訴求による移動需要の
創出によって、域内の移動量を増やすこと、などが鍵
となる。

前述の通り、日本においても2018年の未来投資会議
を契機としてMaaSの取り組みが加速し始め、多くの
MaaSはまだ立ち上がりつつあるところである。今回
の取り組みにおいては、その立ち上がりの過程にお
いて、収益化およびユーザーの獲得における共通の
課題およびその課題を乗り越えるための効果的な施

策にむけた鍵(キーサクセスファクター – KSF)を多
くの事業者、アカデミアの方々と議論させて頂き、明
らかにした。その中には、類型に特有の課題および
KSFもあれば、類型によらず、MaaSを提供する上で
共通する課題やそれに対応するKSFも存在した。この
章では、日本におけるMaaS事例を通じて、これらの
共通する課題に対応するKSFをどのように実装して
いたかをを明らかにすることで、立ち上がり時のビ
ジネスモデル設計の参考並びに既存事業における
改善案作成時の参考にすることを目的とする（図5）。

1.　サービス概要

＜実施主体＞　庄原MaaS検討協議会

＜サービスの実施時期＞　2019年10月、2019年11
月、2020年11月-12月

＜対象者・市場規模＞　高齢者/庄原市/人口約3万人

＜サービス提供状況＞  実証実験

＜提供サービス＞　生活交通確保を目的とした主

に高齢者向けのセミデマンドバスを運行。また、路線
バスの定額制サービスの他, 観光客向けにアプリ/バ
スを提供

2. KSF具体的事例

－　KSF ①「利用者目線のサービス提供」：バス 
停の増設
広島県庄原市は、中山間地域に位置し、人口減少・少
子高齢化が日本で最も進んでいる地域の一つであ
り、過去30年で人口の約3割が減少し、65歳以上の
高齢者が人口の4割以上を占めている 15,16。このよう

日本のMaaS事例から見えてきた課題およびKSF図 5

2.2 MaaS事例研究から見えてくる共通の課題およびKSF

事例1. 庄原MaaS
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な高齢過疎地域においては自宅等からの公共交通
利用までの距離が課題となるケースがある。実際に、
国土交通省の分析によれば、高齢者の約4割が駅や
バス停までの許容距離が徒歩5分〜10分以下であり
17、自家用車利用が日常的でより普段の歩行が短い
地方部においては、高齢者の歩行能力を考慮したバ
ス停の設置が不可欠である。

そこで、庄原市においてはバス停を既存路線より増
やして約40箇所とし、利用者宅から概ね100-200m
範囲 にバス停が存在するように設置した。そのため
従来の幹線道路以外の細い道にもバス停が設置さ
れたが、小回りの利くワゴン車の活用により運行を
実現した。また、バス停数は増加したものの、事前予
約があるバス停のみ停車することで運行遅延を防い
だ。バス停の増加によって、利用者へのアンケートで
は「家の近くで乗り降りできるので便利」と答えた人
が約65%18も存在し、並行した路線バスや市内の循
環バスへの乗り継ぎ数も増加した。

－　KSF②「繰り返し利用」：サブスクリプション制 
度の導入
MaaSがくり返し使われるようになるには、日々の使
用へのハードルを下げることが重要であり、そのた
めの1つの手法として都度支払いではなくサブスクリ
プション等の乗り放題サービスの提供が注目されて
いる。

実際に庄原市では定額乗り放題制を導入したが、
利用者アンケートによれば、サブスクリプションであ
ることに対して良い・大変良いと答えた人の割合は
70%以上にのぼった18。特に乗り継ぎ等での支払い
が減少するという点での支持が大きく、お得感を打
ち出して繰り返し利用に誘う手法として一定の効果
があると考えられる。一般的に地方部では、公共交通
の利用者が多くないため、一定程度の利用者増であ
れば追加の出費が少なく対応可能であり、むしろ安
定的な収入の増加が見込めるため事業者としてもメ
リットが大きいと考えられる。

1.　サービス概要

＜実施主体＞　株式会社アイシン

＜サービスの開始時期＞　2018年7月-　

＜対象者・市場規模＞　主に高齢者を中心とした市
の住民 / 愛知県 豊明市他12地域 / 人口約160万人

＜サービス提供状況＞ サービスイン

＜提供サービス＞　移動したい場所がないという課
題を抱える地域において、主に高齢者を対象とした「
コトづくり」（講座・レクリエーションの情報提供・健
康増進イベントの企画等）による移動促進、およびデ
マンド交通サービスの提供

－　KSF①「カスタマイズ」: 利用者の特性にあわせ
た情報発信・サービス提供
MaaSの提供・展開にあたり、事業者にとってはPC・
スマートフォンの活用が効率的であるが、利用者と
りわけ高齢者の目線に立った場合、IT機器を使いこ
なせない層は未だ一定程度存在しており、アプリ・ 
E-mail等での情報発信・サービス提供が困難である
ことが利用者拡大・保持の課題となっている。

主に高齢者へサービスを提供する「チョイソコ」も当
初は電子媒体をベースとした情報発信・サービス提
供を行い、同様の課題を抱えていたが、高齢者の目
線に立った住民密着型のコミュニケーションで課題
を解決してきた。具体的には、会員獲得にあたっては

「住民説明会の実施」「市役所ロビーでのスポンサ
ー紹介ボードの設置」の実施、オンデマンドバスの予
約・運行情報の連絡の電話での実施などである。ま
た、イベントやエリアスポンサーに関する情報発信
については紙媒体（チョイソコ通信）を活用している。

－　KSF②「補助金・運賃収入だけに頼らない収益
源確保」: エリアスポンサー制の導入
現在日本で展開されているモビリティの収益モデル
は「国・地方自治体からの補助金」と「提供する交通

機関の運賃収入」の2つが大きな柱になっているが、
この2つだけでは事業性が確保できない例が多いこ
とは第一章で述べたとおりである。

この課題に対して、「チョイソコ」ではエリアスポンサ
ー制度によって協賛金を得ることにより、収益性を
向上させている。エリアスポンサー制度とは、事業者
が協賛金として一定金額支出することにより、自身の
店舗等に停留所を誘致することができる制度のこと
である。停留所が設置されることによって、事業者は
集客効果を見込むことができるため、広告宣伝費と
みなして支払うケースが多い。これにより、「チョイソ
コ」は自治体からの補助金や運賃だけに頼らない収
入の柱を確保することができる。

－　KSF③「目的地の提供による移動の動機づけ(「
コトづくり」)」: 健康増進イベントの企画・マーケティン
グによる移動促進
外出は健康を向上するものの、行きたい目的地がそ
もそもないため住民が移動しないという課題を抱え
る地域は日本に多い。従い、移動総量の増大に向け
ては、交通機関の整備だけでなく、いかに住民の移
動を動機づけるかが重要な課題である。

豊明市における「チョイソコ」の事例はその課題解決
に向けた大きなヒントを提供する好事例である。高
齢化に伴う医療・介護費用負担増大という多くの自
治体が抱える課題に対して、豊明市はいち早く「健康
増進のための外出促進」に取り組んできた。「チョイ
ソコ」はその移動を容易にする仕組みを提供するだ
けでなく、健康増進に繋がる「体を動かす」イベント
を企画し住民の外出意欲を刺激することにより、健
康増進を加速する機会を創出している。

加えて、「チョイソコ」は「利用者がしたいこと・行きた
い場所」について、アンケートに基づいたマーケティ
ングを実施し、利用者のニーズに沿ったイベント（例
えば「地域に眠る隠れたスポットを訪問する体験プ
ログラム」等）を積極的に企画しており、移動の動機
づけによる移動総量の増大につなげている。

事例2. チョイソコ
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1.　サービス概要

＜実施主体＞　トヨタファイナンシャルサービス 株
式会社

＜サービスの開始時期＞　2018年11月　実証実験

2019年11月 サービス開始

＜対象者・市場規模＞　市の住民 / 福岡市、北九州
市、水俣市、横浜市、宮崎市、日南市、

糸島市、富山市/ 人口約730万人

＜サービス提供状況＞ サービスイン

＜提供サービス＞　ある程度人口密度がある都市
において移動需要を創出し地域の活性化を図ること
を目的として、市の住民に対する①マルチモーダル
ルート検索、②予約・決済、③イベント・スポット情報
検索サービスをアプリで提供

2. KSF具体的事例 
－　KSF①「繰り返し利用」: マルチモーダルルート検
索・デジタルフリー乗車券の導入
MaaSサービスは、より広い用途で繰り返し利用して
もらう為に利便性を高めているが、扱われているモ
ーダルが限られているが故にサービスが使用される
機会が限定されているという課題が存在していた。

「my route」は使用頻度を高めるために、他社ではカ
バーされていないマイクロモビリティ（例: シェアサイ

クル等）を含めて、MaaSとしては日本で初めてのマ
ルチモーダルルート検索を提供した。加えて、アプリ
限定の定額制乗車券の提供は、繰り返し利用への金
銭的ハードルを下げるとともに、コロナ禍で需要が
高まった非接触型サービスのニーズも取り込み、利
用が拡大している。とりわけ、外出自粛・在宅勤務拡
大にともない定期券ニーズが大幅に減少したことに
より、「my route」限定商品である6時間フリー乗車券
は利用者が拡大している。

－　KSF ②「事業者連携」：多様なサービス提供
に む け た 展 開 地 域 毎 の 事 業 連 携 カスタマイズ 
類似サービスである既存の経路検索サービスとの
差別化として、地域活性型MaaSにおいては目的地と
なる情報の提供が1つの鍵となるが、これに向けては
より網羅的なデータベースの整備が課題となってい
る。

「my route」は福岡からサービスを開始したが、その
際交通事業者に加え、イベント・スポット情報提供業
者（YOKA NAVI等）とも連携し、地域の特色を取り込
んだイベント・店舗情報をアプリで提供するサービ
スを開始し、実際にこれは「my route」を選ぶ理由の
上位のうちの一つになっている。また、「my route」は
福岡での成功事例を他地域にそのまま当てはめる
のではなく、対象地域の行政・協力企業のニーズに
合わせ、システムの一部修正まで含めたカスタマイ
ズを行うことによる事業連携を推進しており、例えば

「横浜における市交通局デジタルフリーチケットの
販売」「水俣市におけるテイクアウト情報掲載」がそ
の一例である。

1.　サービス概要

＜実施主体＞　WILLER株式会社

＜サービスの開始時期＞　2020年2月

＜対象者・市場規模＞　住民/京都丹後鉄道沿線/人
口約200万人

＜サービス提供状況＞ サービスイン

＜ 提 供 サ ー ビス ＞ 　アプリ上で の 観 光 地 の 予
約・QRコード決済、英語・中国語対応サービス等で
域外からの交通需要を取り込み、住民の生活交通を
確保。尚、現在はアプリ機能サービス停止中

2. KSF具体的事例
－　KSF①「観光客のシームレスな取り込み」:QRコ
ードの導入
日本において外国人観光客は2018年度までの5年
間で3倍となる約3,000万人に達するなど増加傾向

にあるが19、約30%の人が鉄道のきっぷ予約・購入
方法がわかりにくいと回答しており、いかに不自由な
く利用してもらえるかどうかは、観光客を地域に誘引
し、その移動需要を公共交通に活かしていくにあた
って必要不可欠である20。

京都丹後鉄道沿線地区においても同様の課題が存
在していたが、WILLERはアプリに電子チケットやQR
コード決済を実装し対応した。コロナ禍の影響によ
り現在その効果を測定することはできないが、チケッ
トの購入から使用まで、モバイルデバイスのみで完
結できるようになった点は特筆すべきである。この
決済方法は京都丹後鉄道および沿線の丹海バス・全
但バスで利用可能にしており、今後タクシーなどをは
じめとする沿線の交通手段や観光施設などにも広げ
ていく構想があり、ダイヤ運行調整や交通の接続円
滑化、事前の移動提案連絡などへの活用が想定され
ている。

事例3. my route

事例 4. WILLER

MaaSを用いた 地方モビリティの変革 11



1.　サービス概要
＜実施主体＞　伊豆における観光型MaaS実証実験
実行委員会（東急・JR東日本 他）

＜サービスの実施時期＞
[Phase 1] 2019年4月-6月

[Phase 2] 2019年9月-11月

[Phase 3] 2020年11月-

＜対象者・市場規模＞　観光客 / 伊豆・静岡エリ
ア/4,500万人（宿泊客1,000万人）

＜サービス提供状況＞ 実証実験

＜提供サービス＞　多くの観光資源が集まる魅力的
な地域でありながら、来訪者の地域内交通を利用し
た周遊促進に課題を抱える伊豆・静岡エリアにおい
て観光型MaaSアプリを通じた「交通・観光施設の予
約・決済（含むデジタルフリーパス）」「オンデマンド交
通」サービスの提供

2. KSF具体的事例
－　KSF①「利用者目線のサービス提供」：購買・利用
データの取得を通じた利用者動向の把握
MaaSの取り組みにおいては、購買・利用データの収
集を通じて利用者の嗜好や動向を把握し、仮説検証
のPDCAを回すことで、商品やプロモーションの質を
高めていくことが重要である。

「Izuko」では、購買・利用データをリアルタイムでモニ
タリングできるシステムを導入し、時期毎、エリア毎の
利用者の属性や商品購入状況を可視化することで、
商品戦略やプロモーション展開における仮説検証の
精度を高めている。このモニタリングシステムは、幹
事社だけではなく、実行委員会に参画する各事業者
にも共有されているため、各社は自社に関わる商品
の販売状況や利用者情報を把握するだけではなく、
独自の取り組みの成果を定量的に振り返り、改善につ
なげていくことができている。

－　KSF②「地域内交通の整備・利用促進」：観光地を
つなぐデマンドバスの提供・停留場の増設
観光促進型MaaSにおいて、来訪者の滞在時間・訪問
箇所を伸ばすためには、いかに観光地間の移動手段
を整備するかが重要である。下田の一部エリアにお
いては通路の幅が狭く、路線バスが運行していない
ため、主要な観光地間を非車利用者が移動する際の
利便性に課題を抱えていた。

その解決策として「Izuko」は域内移動の利便性向上の
ためオンデマンド交通サービスを開始した。Phase2
では、観光拠点を中心とした27箇所の停留所を設け
ることで、従来は公共交通機関で直接移動できなか
ったルートの移動を可能にし、以前は移動手段の欠
如により訪れる機会が少なかった観光地への需要を
刺激している。Phase3においては、宿泊施設にも停留
所を増設しており、1泊2日の観光客に対し、観光地と
宿泊先を直接移動するという選択肢を提供すること
で、自家用車と同程度の利便性確保を図っている。

事例5. Izuko

MaaSを用いた 地方モビリティの変革 12
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3.1

資 料: 株式会社アイシンへのヒアリング

1

2

3

1 2 3

サービス利用の流れ

配車依頼

マッチング

乗り合わせ

どの停留所からどの停留
所まで何時に乗りたいの
かコールセンターに連絡

コールセンター

病　院

スーパー マーケット

市役所

既存の予約を基に配車依
頼をマッチング
ピックアップポイントと時
間を通達

指定された場で乗車、乗
り合いで移動

第三章: MaaSの地域への
実装における課題および
成功の要諦

第二章においては、全国各地のMaaS事例を類型ご
とに分析することで、それぞれの類型ごとビジネス
モデル上の課題およびKSFを明らかにした。本章に
おいてはそれらのビジネスモデルを実際に地域に

実装する上での課題及び成功の要諦を、愛知県豊明
市においてスタートし、更に全国への展開を急速に
進めている「チョイソコ」の事例から明らかにしたい。

「チョイソコ」ではデマンド型と呼ばれる方式でサ
ービスを提供している。これはつまり、予約に応じて
乗車場所や移動経路を変更可能な交通システムの
乗り合い送迎サービスであり、具体的な運用は、利用

者が電話で目的地、到着希望時間を連絡することで、
チョイソコ側が専用システムで、複数の利用者の乗
り合わせによる最適な運行プランを計算し、目的地
まで送る仕組みである（図6）。

全国に展開しているモデルの概要

乗り合い送迎サービスの仕組み図 6

個別のMaaSの導入・拡大事例の分析を
通じて、実装にむけた主要な問題点 
およびその解決策を洗い出す。

MaaSを用いた 地方モビリティの変革 13



3.2

豊明市においては、運賃は一乗車あたり200円、予約
は2週間前から当日15分前まで受付可能な体制で運
用されている。現在、会員数1,800名超21(2021年1月

時点の会員数、豊明市の全人口に対し2.6%、同市65
歳以上人口に対し10.1%)を擁しており、全登録会員
に対するアクティブ利用者の割合は45%を超えている。

運賃等は各地の自治体によっては異なるものの、チ
ョイソコにおいては、上記の「豊明モデル」を全国10
ヶ所に展開中である。豊明モデルを全国に展開する
上では、主に「既存交通事業者との相互理解・調整」
および「交通事業者にとどまらない幅広いステーク
ホルダーの巻き込み」が課題となることが多かった。
ここでは、チョイソコが多地域展開する上で見えてき
た、これら課題の詳細と対応するKSFについて分析
したい。

既存交通事業者との相互理解・調整: 
既存交通事業者との相互理解・調整は、どのようなタ
イプのMaaSオペレーターにとっても課題である。な
ぜならば、既存交通事業者との相互理解なしには、
各社の個別最適に陥ってしまい、地域規模で最適化
されたサービスの設計が難しくなってしまうからで
ある。

チョイソコの地域参入においても、サービス提供地
域が既存交通事業者（路線バス事業者・タクシー事
業者）と重複することによる既存交通事業者の収益
性への影響から、両者が共に成立するサービス形態
が必要とされた。

これらの課題を解決するため、地域の交通事業者に
加え、自治体からは交通課および福祉課を交えた「
地域公共交通会議」等で議論し地域最適となるよう
な検討を進めた。結果、「地域の交通不便の解消・高
齢者の外出促進への貢献や健康増進」という目的の
ため、チョイソコは福祉交通として他交通手段と住
み分けするという事でスタートした。具体的には、路
線バス事業者とは、「路線バス事業者が稼げる領域
では一旦運行しない」ことを原則に調整が進み、路
線バス事業者が提供する幹線路線、および自治体が
提供する地域巡回バスのサービス提供地域を除外
した地域を対象とした運用となった。タクシー事業

者とは「チョイソコ」運行を委託する調整を行った。
このように、議論の場を持ち、オープンに既存交通事
業者と議論することは相互理解にむけて非常に重要
である。

交通事業者にとどまらない幅広いステークホルダ 
ーの巻き込み: 
交通事業者にとどまらない幅広いステークホルダ
ーの巻き込みは、展開するMaaSの効用を最大化す
るために必要不可欠である。特に第二章で見たよう
な、他事業連携や、高齢化等に付随する社会保障関
連課題を解決するためには、福祉課等地方自治体の
関連部署の巻き込みが重要となる。

「チョイソコ」においても、単なる交通不便の解消に
加えて高齢者の外出促進や健康増進につながる施
策の実現に向けては、交通事業者にとどまらない幅
広いステークホルダーの巻き込みが重要であった。

交通事業者ではない民間セクターの巻き込みにお
いては、第二章で紹介した「エリアスポンサー」を活
用した。協賛金を受領する代わりに店舗への集客力
を高めることでチョイソコに関わるメリットを直接感
じられるようにした。運行実績の積上げにより、豊明
市においてはエリアスポンサー数も運行当初から
2021年までで、18社から51社に増加し、現在では医
療機関、銀行、カーディーラー、ショッピングセンター
等多様な業種業態の企業がエリアスポンサーとなっ
ている。

また、公共セクターの巻き込みにおいては、前出の「
地域公共交通会議」を活用し、福祉の観点からの最適
化にも貢献した。具体的には「チョイソコ」の運行拡大
に伴い、豊明市において従来提供されていたコミュニ
ティバスの運行縮小が可能となり、必要となる補助金
の削減による行政の負担回避にも効果が出ている。

「チョイソコ」は2020年12月現在、国内13の地域で
サービス展開を行っており、それぞれの地域事情や
要望にマッチングした仕組みを構築して運用してい
る。サービス展開地域は、愛知県豊明市、群馬県邑楽
郡明和町、兵庫県猪名川町、鹿児島県志布志市、岐
阜県各務ヶ原市、愛知県岡崎市、滋賀県竜王町、長崎
県五島市（福江島）、長崎市雲仙市、愛知県幸田町、
兵庫県加古川市、愛媛県松山市、および群馬県館林
市と周辺3町であり、2021年度内には全20地域への
サービス展開を計画中である。

サービス展開の背景には、高齢化の進行による自動
車運転離れ（免許自主返納率の高まり）はもとより、
自動車の消費方法の所有から利用（シェア）への変
化、更には高齢化が進む中、外出（買い物や通院）が
困難になる社会や地域の問題を解決しなければな
らない要請に応える必要があったものである。

地域へのMaaS実装の要諦

3.3 多地域展開の手法および有用性

 交通事業者にと
どまらない幅広いス
テークホルダーの巻
き込みは、展開する
MaaSの効用を最大
化するために必要不
可欠である。特に福
祉課等地方自治体の
関連部署の巻き込み
が重要となる。
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4.1

第四章：今後のMaaSの展開 
– 単なるモビリティにとどまら
ないMaaSにむけて

これまでの章では、日本におけるMaaS優良事例を通
じて、地方類型ごとの課題およびKSF、実装にむけた
要諦について整理してきた。この章ではMaaSを始め
とするモビリティにおいて、日本で起きつつあるトレ

ンドに加えて、世界で起きつつあるトレンド、さらに
2020年に入り世界中に感染拡大している新型コロナ
ウイルス感染症の影響をもとに、今後のMaaSの展望
について考えてみたい。

今後のMaaS展開の重要な観点を考察するため、あ
らためて以下2つの事例を取り上げたい。

1. 観光施設との連携の推進
北海道の十勝地方において1926年の創業以来、路
線バスや観光バス等の事業を展開している十勝バス
は、利用者数が1969年をピークに年々減少し、経営
危機に陥っていたが、2012年に全国の地方バス路
線としては初めて利用客数を増加させた。この改革
のカギとなったのは、住民との直接の対話を通じた
ニーズや課題の把握、そこから導き出された交通機
関は目的ではなく、手段であるという考え方である。
具体的には、まずバス沿線の住宅を戸別訪問し、な
ぜ利用されないのか原因を追究するところから始め
た。その結果、バスの乗り方や料金、バス停の場所、
行き先などの情報が分からないので不安であり利用
しないということだった。

そこで利用者が使いやすいよう、こうした情報を含ん
だ冊子を作成し、住民に直接配布するとともに、バス
停の名称だけではなく、目的地別の時刻表の作成も
行った。また、バスの往復交通券と観光施設の利用を
セットにした商品を打ち出した。こうした取組により、
住民にとっても、域外からの観光客にとっても、使い
やすい、もっと利用したくなる交通サービスとして機
能させることができた。

現在は、この住民との対話というアナログでの取組を
さらに進化させ、経路案内アプリやバスロケーション
アプリの開発等、ICT活用によるデジタル化にも力を
入れている。ここで重要なことは、アナログの場で住
民の信用を得た上でデジタル化にも取り組んでいる
点である。急速にデジタル化が進む今日では、まずデ

ジタル化での解決から着手しがちであるが、アナログ
で成功していないことをいきなりデジタルの世界か
ら始めても難しい。十勝バスは地域住民や地域の関
係者と結びついたアナログな基盤があって初めてデ
ジタル化も成り立っていると実感される。

2.「コトづくり」にむけた場所・目的の提供を通じたモ
ビリティの推進
第二章、第三章で紹介したチョイソコは「健康増進の
ための乗り合い送迎サービス」というコンセプトのも
と、単なる交通サービスの提供に留まらず、高齢者が
外出したい「コトづくり」のための場所・目的の提供を
行っている。さらに、最近では、より多くの人にサービ
スを提供するために、子育て世代の課題解決に向け
たサービスをトータルプロデュースすることを目指し
て、仕事・託児・学びが一体となった「つながりステー
ション」の提供、小学校へのお迎えや習い事先への送
迎など「つながりステーション」を取り巻く移動支援を
行う実証実験が進められている22。「つながりステーシ
ョン」にはテレワークができるワーキングスペース、
仕事中に子供を預けられる託児スペース、放課後の
児童の習い事が可能な学習スペースを備えており、
ワンストップで子育て世代の課題解決をできるコミ
ュニティとなっている。この他にも、「チョイソコ」車両
が地域を移動する機会を捉え、道路維持管理支援サ
ービスへの応用に関する実証実験が行われている。
車両に振動を検知するセンサーと路面を撮影するカ
メラを搭載し、路面のデータを収集することで、市な
どの道路管理者は現場に行かなくても、路面修繕の
必要性を判断できる仕組みである。今後、車両に大
気汚染を把握できるセンサーの搭載も検討されてお
り、これが実装されれば環境への影響把握や渋滞緩
和対策の検討にも活用できる。

日本におけるトレンド

MaaSは観光施設の改善、施設の利便性
向上、および男女格差の是正にも貢献
できる
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4.2 海外におけるトレンド

他国においては、我が国とは異なるコンテクストで、
地域の抱える課題解決の手法としてモビリティが活
用されている事例がある。ここでは特に「貧富の差」
と「ジェンダーの差」に注目して、2つの事例を紹介す
る。今回紹介する事例は都市の事例であるが、これ
らのトレンドは地方においても普遍的に適用されう
ると考えている。

1 . 低 所 得 地 区の妊 婦のモビリティ利 用 支 援によ 
る格差是正
2015年9月、オバマ大統領（当時）が2年間で総額2億
4000万ドル（約260億円）のスマートシティ・イニシ
アチブを発表し、地域の課題解決に向けたスマート
シティ技術の開発を支援するため、省庁横断による
多数のプログラムの創設、産官学連携の取り組みの
推進を行ってきた。これに連動する形で、同年12月米
交通省（DOT：Department of Transportation）が開催し
たスマートシティ・チャレンジ（Smart City Challenge）
では、中小規模の都市を対象として、データ、スマー
トフォンアプリ、テクノロジーを活用し、迅速・低コス
ト・効率的な人流・物流を実現するスマート交通シ
ステムの実証実験を行う都市を募集し、結果として
オハイオ州コロンバス市のSmart Columbusが優 
勝した23,24,25。

Smart Columbusには多くのプロジェクトが含まれて
いるが、特にプロジェクトの重要課題とされていたの
が、低所得者家庭における乳児の死亡率改善を目指
した交通システムの改善である。オハイオ州フランク
リン郡（州都コロンバス市）は、乳児出生１年以内の
死亡が年150件生じており、うちアフリカ系の死亡率
は白人の３倍（14.8対4.9/1,000人、2017年。※国全
体では5.9/1000人）という人種間の差も生じている。
フランクリン郡の中でも特に低所得の地域では乳児
の死亡率が殊更高くなっており、こうした地域におけ
る教育・医療・雇用・モビリティ等の様々な社会サー
ビスへのアクセスが課題であると考えられる。

そこで、Smart Columbusでは、低所得地域の乳幼児
死亡率の向上という課題解決のために、モビリティ
へのアクセスの改善に着目した。2020年までに乳幼
児死亡率を40%低下させ、医療格差を半減すること
を目標として掲げて、妊婦や出産した女性を対象と
したスマートフォンアプリを開発し、交通利用支援を
行った。アプリでは、健診予約と交通システム予約の
連動、乳児の緊急時に医療機関をすぐに受診できる
よう交通システムとの連携、出産後も活用できるよう
健康関連のセルフチェックや時間管理の機能も追加
できるようになっている。

MaaSは単なる地域住民の足としてのモビリティの
提供ではなく、医療機関との適切な連携により、妊婦
や乳幼児の健康の確保のためのツールとして使わ
れており、まさにMaaSが地域の抱える社会的課題を
解決している事例である。

2.男性中心的な都市交通の脱却
労働環境におけるジェンダーギャップ是正が叫
ばれて久しいが、実はモビリティにおいてもジェ
ンダーギャップは存在している。世界経済フォー
ラムの調査によれば、女性の方がより頻繁に公共
交通機関を利用しており、世界的には公共交通
機関を利用する人の2/3が女性である。26これは、
男性は自宅と会社を往復するだけのシンプルな
パターンが多いことに対して、女性は通勤に加え
て、子育て、介護、家事、買い物、子供の送り迎え
などの家庭内での役割を果たすことが比較的多
いため、より多くの場所に立ち寄り、頻繁に移動し
ているからと考察されている。こうしたモビリティ
におけるジェンダーギャップを考慮すると、モビ
リティの手段の変更だけではなく、都市全体とし
ての変容が必要であり、いくつかの都市は取り組 
みを始めている。

例えば、オーストリアのウィーン市は、政府が策定す
る計画や政策、予算の配分に関する決定に、ジェン
ダーバランスを考慮する27“Gender mainstreaming”の
考え方を取り入れており、現在60以上のプロジェク
トが行われている。例を挙げると、女性は徒歩や公
共交通機関を移動手段として好む一方、男性は自家
用車による移動を好む傾向にあるというデータを
踏まえ、これまでの交通計画においてあまり重視さ
れていなかった歩行者の視点についても、今後は重
要なものとして位置付けた。例えば、ベビーカーが通
りやすいよう歩道の幅を広げ、また電灯やベンチの
数を増やす等、歩行者の移動に適したまちづくりが 
進められている。

このようなモビリティにおけるジェンダーギャップ
は日本でも生じている。男女間での外出率や移動回
数に大きな差はないものの、移動の目的が異なって
おり、男性は「通勤」や「業務」目的の移動が女性より
も多く、一方、女性は「送迎」や「買い物」を目的とし
た移動が男性より多い傾向にあった6。特に子供が
いる世帯の女性は、「送迎」目的の移動が多く、男性
の「送迎」の移動回数の8倍となっている（0.06回対
0.48回/日）。子供の習い事への送迎を行うために、
女性が勤務を制限している例も考えられるため、女
性の「送迎」の負担を軽減するためのサービス、例え
ば小学校から子供の習い事や自宅までの送迎を行
うモビリティの提供や子供のモビリティのアクセス
を強化するニーズがあるのではないか。実際に、欧
州では昔からクワドリシクル（Quadricycle：4輪車）と
呼ばれる小型車両があるが、フランスでは保護者の
送迎負担軽減のために、2014年に免許制度を変更
し、14歳以上であれば免許の取得なく運転が認めら
れており、免許取得前の学生が通学に利用している 
例もある 28 （図７）。

 今後、車両に大気
汚染を把握できるセ
ンサーの搭載も検討
されており、これが実
装されれば環境への
影響把握や渋滞緩和
対策の検討にも活用
できる。
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Source: 国土交通省 平成27年度 全国都市交通特性調査
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子供がいる30代において「送迎」を目的とした移動は、女性の方が男性よりも約8倍多くなっている図 7

日本においても、利用者実態の把握、ニーズの分析
等を行った上で、モビリティのサービスの改善を進
めていくべきである。例えば子供たちだけでも安全・
安心に移動できるサービスの工夫や車両規格の開

発、また子連れの女性の利用者が多い場合は、それ
らの利用者が使いやすい座席の配置、サービスの提
供等、利用者目線に立って真に求められているニー
ズを反映したモビリティの展開が重要である。

新型コロナウイルス感染症の世界的拡大による新た
な生活様式への移行は、人々のモビリティに対する
価値観にも多大な影響を及ぼしている。マッキンゼ
ー・アンド・カンパニーが2020年5月に行った調査に
よれば、各国の消費者の8割が「自家用車」を「安全
な交通手段」と捉えている一方、9割以上が、公共交
通機関は「安全でない」と感じていた29,30。我が国に

おいても「3つの密」を避けるため、在宅勤務が推奨
され、鉄道・バス等の公共交通の利用者が減少し、事
業者の経営に影響を与えている。特に経営の厳しい
中小の事業者が多い地方の交通事業者にとっては、
経営やサービスの維持・継続が困難になることも想
定される。（図８）

新型コロナウイルス感染症による 
新たな生活様式の影響
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次の移動手段を 「安全で
ない」と 感じていると答
えた人の割合

ライドヘイリング¹

カーシェアリング

公共交通機関

マイクロモビリティ²

自家用車

ライドヘイリング¹
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新型コロナ以前と 比較し
た移動手段の 増減率
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マイクロモビリティ台頭の兆候

グローバル

1 タクシー・配車サービス; 2 自転車・電動バイクなど
Source: マッキンゼー・センター・フォー・フューチャー・モビリティ調査

新型コロナウィルスによる消費者意識の変化図 8

しかしながら、渋滞悪化による利便性の低減や温室
効果ガス排出量増加による環境負荷の悪化を考え
ると、このまま公共交通機関が衰退し、自家用車が推
奨されることは考え難い。ネクストノーマルにおいて
は、自家用車に過度に依存することなく、人々の求め
る安全・安心な対策をとった上での公共交通の確保
が重要となる。具体的には、混雑状況の把握や予測
のためのICTの活用の促進、オンライン決済を始め
とする非接触型の運賃収受や、座席の非接触型への
レイアウト変更などが想定される。また、特に短距離
の移動においては、例えばマイクロモビリティなど、
より環境負荷の小さい代替モビリティが更に普及す
る可能性があるのではないかと考えられる。

医療の分野においては、コロナ禍では通院による
感染リスク回避のため、訪問医療やデマンド型医

療サービスが着目されつつある。高リスク患者には
医師が患者のもとに定期的に訪問し診療を行うこ
とや、医師不足の場合は医療機器を搭載した車両
が患者のもとに出向き、オンラインで医師が診療 
を行うことも考え得る。医療分野でもMaaSを活用
し、安心して暮らせる社会の構築に貢献することが
期待される。

ネクストノーマルにおいては、コロナ前の状態に
完全に戻ることは想定し難く、このコロナ禍で得
た教訓や新たな価値観を踏まえ、社会全体で新 
たなライフスタイルを模索していくことになると思わ
れる。MaaSの展開に当たっても、コロナ禍で得た新
たな価値観を考慮する必要がある。
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結論: 地方モビリティ変革に 
むけたMaaS

地方モビリティは世界中で危機的な状況に置かれて
おり、対応策の実施は緊急を要する。MaaSアプロー
チはモビリティサービスの新世代を担うものとして
期待されているが、持続的かつ多くのユーザーに使
用してもらうためには本稿で紹介したような地域に
合わせたビジネスモデル上、また実装にむけたKSF
を満たしていくことが必要要件となる。今後MaaSを
取り入れようとする地方自治体並びにMaaSオペレ
ーターとして活動していく事業者にこれらのKSFがチ
ェックリストとして参照されることを願ってやまない。

MaaSは旧来単なる移動手段であったモビリティを
テクノロジーによってサービスとしてアップデートし

ようという壮大な目標を掲げた事業構想である。そ
の実現のためには、鉄道・バス・タクシーのみならず、
自転車や電動キックボードなどのマイクロモビリテ
ィなど、あらゆる移動サービス・ツールを組合せるこ
とはもちろんのこと、例えば観光などの旧来のモビリ
ティの目的となっていた周辺領域も含めた移動体験
全体を管理・最適化するしくみを構築することが必
要であり、世界のMaaSもまだその緒に就いた段階と
いえる。これらのトレンドを踏まえて行政や事業者・
関係者が官民一体となって取り組みを進め、利用者
に働きかけることにより、よりユーザーにとって便利
かつ持続可能なMaaS像を生み出していくことに期
待したい。
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