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ポストコロナ社会を見据えた都市のあり方検討会議
～MaaSによる地域課題解決とその可能性について～
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Mobility as a Serviceとは何か

多様なモビリティサービスに対して利用者が「1つのサービス」として自由に選択できる

モビリティサービスとは、移動に関する乗り物全てを指す

自動車（四輪、二輪）、鉄道、バス、トラム、タクシー、フェリー、航空、自転車

一部、ライドシェアのことをMaaSと呼ぶ事例もあるが、ライドシェアはMaaSを構成するサービスではあるが
包含される関係にある。

Mobility as a Service (MaaS) constitutes the integration of various forms of transport services into a single mobility 
service accessible on demand.（MaaS Alliance White Paper,MaaS Alliance,2017）
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各モビリティサービスの特徴と連携のメリット

 各モビリティは時間的・空間的・物理的に制約がある
 また、各モビリティ間でも事業者が異なり制約（バリア）があるケースもある

〇速い、需要集中に強い
×柔軟性が低い

〇速い、需要集中に強い
×柔軟性が低い

〇いつでも、どこへでも利用可能
×需要の集中に弱い
×免許が必要
×貸出・返却場所に制約がある

鉄道

バス

タクシー

カーシェア

参考文献：統合モビリティサービスの概念と体系的分析手法の提案
第54回土木計画学研究発表会（秋大会）特別セッション
東京大学大学院 藤垣洋平他

定時運行性 需要集中対応性 速達性 コスト優位性

〇速い、需要集中に強い
×柔軟性が低い

航空 レンタサイクル

〇いつでも、どこへでも利用可能
×需要の集中に弱い

〇いつでも、どこへでも利用可能
×需要の集中に弱い
×貸出・返却場所に制約がある

＋α
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 各モビリティは速達性や輸送量、定時性や着席可否、料金、乗車制約など様々な特性を持つ

 各交通サービスは時空間的・輸送モード間に障壁があるが、弱点を補いあい効率化が可能

 (Mobility） as a Serviceとは、実質的には分割されたサービスを仮想的に一つとみなす概念
 MaaS（統合サービス）の存在により利用者は簡易に最適な移動行動が可能となる

Mobility as a Service



重要なas a Serviceの観点①

アズ・ア・サービスは、主に製造からサービス化への転換としても使われる。

サービスを作って終わりではなく、作ったあとに改善できるような状態。

ICTを活用して、顧客がどのように使っているのかをビッグデータとして蓄積し、商品設計や機能アップデートに活かす。

今枝昌宏 著『ビジネスモデルの教科書 上級編）』より

https://www.amazon.co.jp/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_il_tl?ie=UTF8&tag=caravina-22&keywords=%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%20%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E7%B7%A8%EF%BC%89&index=aps&camp=247&creative=1211&linkCode=xm2&linkId=c6f51d6ad4e112b48f54755e70664f44


重要なas a Serviceの観点②（リソース統合の観点）

ユーザ自身ないしユーザ群の「移動したい」というニーズに対して、それを実現する「モビリティ」というリ
ソースを一元的に統合して最適化して配分する視点



フィンランドWhim

 個別の経路検索，チケット購入が可能、定額制に対して公共交通+オンデマンド交通乗り放題

 2017年度からタクシーunlimitedが誕生、自家用車を手放す行動変容

 499ユーロで、この自動車や公共交通へ流れていたお金をMaaSエコシステムへ流す

※自動車産業を持たないフィンランドにおけるKPI（ITSFinand)

※MaaSエコシステムに広告モデル、不動産、損害保険等の導入が進むと更に価格がさがり行動変容が加速する



MaaSのポテンシャル：「移動需要を創出」するSoMo

ソーシャルな機能により、 “移動を創り出す” というコンセプトのアプリも出現
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 HERE Technologiesのモビリティ部門HERE 
Mobilityが発表した新しいモビリティアプリ

 “SoMo”のアプリ名は “Social Mobility” に由来。
3つのSocialな機能により、移動を創出する

①ソーシャルライドシェアリング:
知り合いとの相乗り

②ギャザリング: 
イベントなど目的を共有する他人との同乗

③マーケットプレース: 
タクシー、バスなどの公共交通機関の取扱

経路検索・
予約・決済機能

グループ共有・
SNS機能

移動を作る機能
（“Create a Ride”）



MaaSのポテンシャル：ユーザーの「行動変容」を促すMiles

ユーザーの移動に“マイル”を付与することで、ユーザインセンティブで行動変容を促すアプリも登場
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 米国のスタートアップが展開する、ユーザーの移動手段に
よって、商品やクーポンなどと交換できる“マイル”を付与す
るアプリ

 スマホ内蔵の加速度センサやGPS、交通オープンデータな
どの情報を基に、独自のアルゴリズムでAIがユーザーの移
動手段を推測する仕組み

 移動手段は、クルマ、カープール、ライドヘイリング、鉄道、
バス、ボート、徒歩／ラン、自転車、飛行機の9区分



自動車⇒モビリティサービス

CES2018にて、「モビリティ・カンパニー」への転換を宣言

私はトヨタを、クルマ会社を超え、人々の様々な移動を助ける会社、モビリティ・カンパニーへと変革する
ことを決意しました。私たちができること、その可能性は無限だと考えています。



モビリティから連携・都市へ

CES２０２０、東富士において「未来の実証都市」の開発を発表

「ビャルケ・インゲルス・グループ」（BIG）と連携して進める

私たちは、日本の東富士にある175エーカーの土地に、未

来の実証都市を作ります。人々が実際に住んで、働い
て、遊んで、そんな生活を送りながら実証に参加する街
です。研究者、エンジニア、科学者たちは、自動運転や
モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）、ロボット、

スマートホームコネクティッド技術、人工知能などのテ
クノロジーを自由に試すことができます。

それもリアルな実証環境においてです。これは、ゼロか
ら「コミュニティ」、つまり「街」を作る非常にユニー
クな取り組みです。

～持続可能な未来のインフラを作り上げることができま
す。
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withコロナ時代の「移動」の可能性を考える

人は動かない、物流は動く、デジタルは高速で動く3段階の構図
移動して行ってきたことが急速に、物流＋デジタルに置き換わりマーケットとして急拡大

STAY HOME

出社・出張：オンライン業務執行ツール、TeamsやZoomなどオンライン会議ツール
飲食・外食：UberEatsや宅配サービス
会話：LINEやSLACKなど非同期コミュニケーション、Clubhouseなどおしゃべりツール
買い物：Amazonや各種ECサイト。個店でもEC化しやすいツールサービスも展開
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技術革新・事業モデルの再構築

コロナ影響とあわせて新技術導入や新産業台頭、都市の在り方の再考も進んでいたタイミング。

これまでの事業延長線上で残すことと、ダイナミックに新規事業として転換してチャンスをつかむところの見極めが重要。

特にコロナで起きた新しい生活様式とそのデジタル領域のサービスは今後の加速されていく

AI時代の新しい思考法（山口揚平）



nearMe（相乗りマッチング、シャトル）

生活様式の変化はあれど、既存のビジネスモデルが「集積性」に依存する傾向は変わらず

少人数制の通勤専用シャトル空港シャトル
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MELLOW（キッチンカープラットフォーム）

生活様式の変化はあれど、既存のビジネスモデルが「集積性」に依存する傾向は変わらず

オフィスビルへの配車 集合住宅への配車
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MaaSアプリ⇒MaaSシミュレータ、コントローラの潮流

情報提供 シームレスかつ密接な
移動者との接点

予約一括化
決済統合

ダイナミックプライシング
ダイヤ調整

リソース最適化
稼働率向上

ダイヤ・料金最適化
運行最適化

サービス連携
定額制

交通政策
都市計画

MaaS
シミュレータ

MaaS
コントローラ

都市交通
OS

モビリティ
事業への貢献

位置・実績
ログデータコントローラ機能（ユーザ）

コントローラ機能（モビリティ）

コントローラ機能（コスト）

都市計画・混雑渋滞解消
防災・交通流制御

高精度な
需要予測

次のレベルの都市高度化

MaaSアプリ
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事例： Trafi

MaaSを通じてエンドユーザーに便利なサービスを提供しつつ、そこで取得できたデータを活用して都市向けに最適なモ
ビリティ・マネジメントを実現するソリューションを提供する事業者も出現
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事例：mobilityX

シンガポールのSMRT子会社のmobilityXも、同様のサービス展開を見込む
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事例：SiMobility

MaaSによって得られたデータを利活用することで、街の交通最適化を実現するサービスを展開しようとする動き

事例紹介：Siemens - SiMobility
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事例：Dubai S’hail（ドバイ）

アプリの裏で、交通のデジタル化施策として、データ整備を実施



事例：Dubai S’hail

ドバイ交通局（RTA）は、 2017年から中東初のMaaSであるS‘hailモビリティアプリの展開を開始

© 2020 MaaS Tech Japan K.K. 26

（アプリ名）

 S'hail mobility app

（事業体・技術提供者）

 ドバイの道路交通局(RTA),Siemens,HaCon

（開始年・場所）

 2017年10月アプリ公開・ドバイ市内

（対象モビリティ）

 バス、路面電車、地下鉄、フェリー、タクシー、リムジン、
カーシェアリング

（サービス対象者）

 旅行者、市民

概要 内容

 ドバイの道路交通局(RTA)は、市内のすべての交通手段への人々
のアクセスを促進する統合モビリティプラットフォーム(DIMP)および
中東初のMaaSソリューションであるS'hailモビリティアプリの展開を
開始した。

 ソリューションの提供は、シーメンスとHaConによって行われている



事例：Dubai S’hail

ドバイ市のあらゆる交通情報に関する情報を網羅的にかつ深くリアルタイムで情報提供している点がポイント

© 2020 MaaS Tech Japan K.K. 27



事例：Dubai S’hail

利用顧客から集めたビックデータより、需要に基づいて公共交通機関のスケジュールを調整する

© 2020 MaaS Tech Japan K.K. 28

結果

 本アプリは約25万回ダウンロードされ、利用者からの
平均評価が5点満点中4.1点と高い評価を得ている。

 通算100万回以上の移動プランを顧客に提供したこと
で、行動に関するビッグデータを収集・分析することが
でき、 RTAは需要に基づいて地下鉄と路面電車のス
ケジュールを調整する新しいバス路線と停留所を導入
することに成功した。

 アプリにより公共交通機関の利用が促進されたこと
で、 2018年のCO2排出量は前年に比べて2,100万kg
削減されたことからも、MaaSは環境面でのメリットも大
きいことが分かる。
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事例：ウィーンのMaaSモデル

公共交通事業者（交通局）がオープンモデルでMaaSに必要な予約や認証や決済の共通基盤を構築し、その上で複数
の事業者がMaaSアプリを展開するモデルをとっている

 ウィーンでは、もともとWiener Linienが
Wienmobilと呼ばれるMaaSアプリを展開
していた

 ただし、Wiener Linienは独占的にMaaS

アプリを提供するのではなく、基盤をオー
プンに開放していろいろな事業者がMaaS

を提供できるようオープンモデルをとる

 MaaS Globalは、Wiener Linienの基盤を
利用してWhimアプリを提供
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認証データの活用事例：ほか

その先には、ダイナミックな配車やダイナミックプライシングやエネルギーデータとの連携など、車両の稼働や利用状況
のデータが必要なサービスの検討を複数行っている
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政府によるMaaS推進

「未来投資会議」等において、政府は日本におけるMaaSを推進を掲げ、取組を開始している。

経済産業省（2018年度）

国土交通省（2018年度） スマートモビリティチャレンジ（2019,2020年度）

新しいモビリティサービスの社会実装を通じた移動課題の解決及び地域
活性化に挑戦する地域や企業を支援する

「スマートモビリティチャレンジ推進協議会」を立ち上げ、地域や企業
等による情報共有やネットワーキングを進める

「パイロット地域」に対して事業計画策定や効果分析等を支援

都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会

地域横断的な取組
相互運用性、産業間連携、まちづくりとの連携

地域特性ごとの取組
大都市、近郊、地方都市、過疎地、観光地

「IoTやAIが可能とする新しいモビリティサー
ビスに関する研究会」

グローバル動向および日本の現状・課題

交通モードごとの事業性分析

日本・世界の移動課題・解決に資するサービス
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日本国内MaaS全体の動向

全体から読み取れる動向

注目する動向

自治体主導の
取り組みが増加

MaaSプラットフォームの
横展開が進展

トライアルを重ねることによ
る改善事例

 国交省などの後押しもあり、企業だけでなく、自治体が地域
課題解決のために取り組む事例が急激に増加

 主要MaaSプラットフォームの横展開が進み、複数地域で同
一プラットフォームの展開が加速

 Phase1,2,3とPDCAを重ね、成果を着実に出してきている
取組が出現

2

3

4

新価値創造の
取組が増加

 単なる予約・決済の連携ではなく、サービス連携やデータ活
用、コロナ禍における混雑情報発信等、MaaSの価値が見
直される動きが進展

1
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異業種連携による収益確保プロジェクト

移動と商品のバンドリング展開、広告連携などの取組が採択

 従来も観光MaaSなどで飲食店の

予約と経路検索などは検討されて
いたが，“移動と商品”を一つの
サービスとして展開

 採算性が難しい公共交通（特にバ
ス）に付加価値を加えることで，新
規利用者を呼び込むと同時に連携
企業の購買促進に寄与

 従来も公共交通内の広告による収
益確保は議論されていたが，いわ
ゆる吊革広告やバス停広告などが
中心

 個人ニーズに合わせた広告の提
供やエンターテイメントの提供は地
域企業や商店にとってもPRを実施
することが可能
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需要側の変容を促すプロジェクト

コロナ影響もあり、「移動需要の変容を促す」プロジェクトが増加している点にも注目

 商業施設や医療施設などの利用
状況・クーポン発行により需要側に
移動を創出させる取り組みは従来
から取り組まれていた

 コロナの影響を踏まえて，密を避け
る意識が高まったことで“混雑状況
を避けて移動する”という新たな移
動ニーズが生まれた

 新たな移動需要（密を避けた観光
や移動）に着目したプロジェクト
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都市・交通政策との連携プロジェクト

ODデータの取得や政策への反映が可能となり都市のDXを加速

 従来は定点的観測（数年に1回，

代表調査）で取得していた交通の
データがリアルタイムで取得可能

 よりリアルタイムな情報をもとに交
通政策や都市計画への反映が可
能



グーグル、“無料送迎タクシー特許”

Google社の特許資料に記されたeクーポンのイメージ。US8630897 B1、「Transportation-
aware physical advertising conversions」より。

強力なユーザベネフィット
スマートフォンに表示された「ランチを注文したお客様は前菜50%引
き」というeクーポンの下に、「無料送迎タクシーサービスあり」と書
かれている。ユーザーがその下にある「GET ME THERE!」と書いてあ
るボタンをクリックすると、Google社のタクシーがユーザーのところ
まで出向いてユーザーをレストランまで送り届けるという仕組み。

移動と移動目的先をつなげる事業スキーム
利用が埋まらず困っている店舗（利用者が来ない、キャンセルが出た）

×

利用されないタクシー（待っていても注文されない）
をプラットフォーム上でマッチングさせて近隣のユーザに届ける
（三方よし）
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不動産×MaaS

住宅や職場、宿泊先など「場所」に関する事業は「移動」との関係が深く、MaaSとの組み合わせで付加価値をつけやす
いケースが多い

サンフランシスコ
タウンホームと共同住宅の複合施設「パークマーセ
ド」（Parkmerced）は、「Uber」と提携して、
Car-free Living」（自動車をもたない生活）という
取り組みを実施。自動車をもたない住人に対して、
毎月100ドルの交通費補助を行うもの。

参考引用：https://wired.jp/2016/05/26/uber-sf-complex-to-give-out/

都市・自治体
渋滞解消、公共交通利用、市街地の駐車場問題解消

ユーザ
交通費サポート、住みやすい住宅

デベロッパー
駐車場分の用地コスト低減



購買・物流×MaaS（＋自動運転）
移動と商業の連携により、地域の社会インフラ維持のコストを下げる取り組み

地方自治体×自動運転×MaaSアプリ
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医療・介護×MaaS
高齢者の移動課題の解決にはコストがかかりやすい。移動と買い物、通院までワンパッケージとして

その上で、AIによる輸送効率化を徹底することで大きな事業採算性を達成する事例もある。

医療機関の予約や介護の移動経路の最適化アルゴリズムを用
いて移動ニーズに対して最短ルートで送迎を行う。その車両
でお出かけの足の移動に転換。

https://mws-hidaka.jp/

都市・自治体
高齢者の移動・生活支援、介護ニーズ増加対策

ユーザ
自動車がなくても移動が可能

送迎付きの買い物が可能

介護事業者
ドライバー・事業コスト低減

入所者の満足度向上
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