MaaSがもたらすモビリティ革命
日本版MaaSの可能性
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はじめに
自動運転やシェアリングサービス等、モビリティに関する新しい技術・サービスの概念が生まれて
きたことを背景に、モビリティを単なる移動手段や製造物ではなく、サービスとして捉える考え方
として、MaaSという概念が欧州で誕生している。
欧州では、欧州連合（EU）による温室効果ガス削減の取組みの一つとして、MaaS（Mobility as
a Service）を位置付けており、自家用車から公共交通へのシフトによる環境対策という大きな社
会課題解決の方策として注目されている。
一方、我が国でも政府の「未来投資戦略」において次世代モビリティ・システムの構築が重点分
野として位置付けられるとともに、大手自動車メーカーや大手鉄道事業者を中心にMaaSを重
要な経営アジェンダとして取組みを開始している状況にある。

本稿では、この欧州発のMaaSという概念を、日本の交通事情・課題を踏まえ、日本独自の日本
版MaaSが目指すべき方向性について考察する。
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1章：次世代モビリティサービス
MaaS
欧州発祥のMaaSという概念
日本のモビリティを取り巻く環境を踏まえた
日本版MaaSの方向性とは？

MaaSの全体像
日本版MaaSを検討する上で、まずMaaSという新しい概念が指すものを定義してお

く必要がある。
ブリュッセルに拠点を置く国際機関 MaaS Allianceは、
「MaaSは、いろいろな種類
の交通サービスを、需要に応じて利用できる1つの移動サービスに統合することで
ある」
としており＊1、国土交通政策研究所のレポートでは、
「MaaSとは、ICTを活用
して交通をクラウド化し、公共交通か否か、またその運営主体にかかわらず、マイ
カー以外のすべての交通手段によるモビリティ
（移動）を1つのサービスとしてとら
え、シームレスにつなぐ新たな
「移動」
の概念である。利用者はスマートフォンのアプ
リを用いて、交通手段やルートを検索、利用し、運賃等の決済を行う例が多い」
とし
ている＊2。
いずれの定義においても、
「複数の移動サービスの統合」を共通のキーワードとして
おり、それらをユーザーにアプリ等を通じて提供していくことがMaaSにおける中心
的価値であると言えるだろう。
ただし、こういったアプリサービスの領域だけでなく、統合していく各移動サービス
自体も自動運転やコネクテッドカーといった技術により変革が進んでおり、それら
各移動サービスの変化自体もMaaSという概念を捉える上では重要な領域である
と考えられる。
したがって、本稿ではMaaSが指し示す範囲を、個別の移動サービスからそれらの
データを統合したプラットフォーム、エンドユーザーへ提供するアプリサービスまで
の全体を含めた概念として定義した上で、この後の考察を進めたい。
図1：本稿におけるMaaSの概念

MaaS
ユーザーサービス

検索

決済

データプラットフォーム
移動手段
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予約

MaaSには4段階の統合レベルが定義されている
日本版MaaSが目指すべき姿は？
図2：MaaSの統合レベル＊3

Level. 1

情報の統合

Level. 2

決済の統合

Level. 3

事業の統合

Level. 4

政策の統合

各モビリティに関する所要時間や料金等の
情報を統合

各モビリティ・事業者を跨いだワンストップでの
発券や予約、
支払いが可能

各モビリティ・事業者間で統合されたサービスや
サブスクリプション方式などの料金体系の提供
事業者を跨いだモビリティサービスと
行政が一体になり、
都市計画や交通政策を実現

MaaSの統合レベル
冒頭で述べた通り、MaaSにおいては、異なる移動サービスが1つのサービスとして
統合されていくことが重要であると考えられており、その統合レベルとして大きく4
段階での統合レベルが提唱されている＊3。

Level.1は、いわゆる乗換ルートや運賃等が一気通貫で情報提供される乗換案内
サービスのようなものであり、これは我が国においても従来から様々な事業者に
よってサービス提供されている領域である。

Level.2は、ワンストップでの予約・決済が可能という内容で、特に我が国において、
Suicaをはじめとする交通系ICカードの相互利用サービスは一定の充実が実現さ
れている。ただし、新幹線や特急券等の予約や、鉄道以外の移動サービスにおける
交通系ICカードの相互利用等については改善の余地が残っている領域である。

Level.3は、サービス自体が統合された状態であり、例えばMaaS先進事例と言わ
れるフィンランドのWhimというサービスにおいては、電車・バス・タクシー等複数

の移動サービスを定額利用できるサブスクリプション方式があるが、そういった料金
体系も含めた統合までを指す。

最後に、Level.4は、統合された各種の移動サービスと、そもそもの都市計画の見直
し等の政策までが統合された状態であると定義されている。
これら統合レベルについて、基本的な思想としては、よりレベルの進んだ統合を推
進するという考えに立つべきではあるが、我が国における交通課題の現状に鑑みた
場合、ただ盲目的に統合レベルを追求することだけが解なのであろうか。
MaaSという新しい概念が、日本の利用者に対して真に貢献できる価値は何なのか
を改めて問うた上で、日本版MaaSのあるべき姿について検討したい。
図3：Whimとは
Whim（ウィム）はフィンランドのMaaSグローバル社が提供する、MaaSを世界で初めて都市交
通に導入したモビリティのプラットフォームサービスアプリ。対象市域において地下鉄、バス、トラ
ムのほかタクシー、カーシェアリング、レンタルサイクル等を使うことができる。
月額一定額を支払って利用する点が特徴で、利用金額に応じて
「Whim Urban 30」
（月額62€）、
「Whim Unlimited」
（月額499€）、
「Whim To Go」
（利用に応じて支払い）の３つのプランが存
在。フィンランドの首都ヘルシンキでサービス開始後、ベルギーのアントワープ、イギリスのバーミ
ンガム、オランダのアムステルダムでサービスを提供＊4。
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2章：MaaSが解決すべき日本の
モビリティ課題

日本版MaaSの方向性を考察する上では、日本が抱えてい
る現状のモビリティ課題を明らかにする必要がある

日本のモビリティ課題
MaaSが日本の利用者に対して貢献できる価値を考える上では、当然ではあるが、
利用者が抱えている現状のモビリティサービスに対する不満（課題）を明らかにして
いく必要がある。

また、利用者のモビリティに関する課題を分析する上では、地域の特性や利用者の
利用シーンによって、直面している課題が異なることに留意しながら分析をする必
要がある。我々がこれまで様々な自治体や鉄道事業者・不動産デベロッパーのまち
づくりを支援してきた実績を基に、利用者にとってのモビリティ課題が大きく異なる
分類を
「地域特性×利用シーン」
で整理した。
図4：地域・シーン別モビリティ課題
中核都市部
生活シーン

日常的なラッシュ・渋滞

移動手段・決済手段の多さによる複雑さ
（郊外部を中心に）
ラストワンマイル交通手段の不足・不便

地方都市部
自家用車への依存

公共交通の採算性・利便性の低さ
（過疎部を中心に）

公共交通空白地域の拡大・移動難民

観光シーン

複数のモビリティを跨ぐ価格体系や乗換方法等の複雑さ

キャッシュレス決済の利便性
（特に普段使用している・自国で使用している決済手段が使用できない）
現地到着後の周遊のための移動手段の不足
母国語による情報・サービス提供の不足

例えば、東京に代表される大規模な中核都市部では、鉄道を中心とした公共交通
網が世界でも類を見ないほどの密度で整備されており、移動手段としての交通サー
ビスに対する利便性は極めて高い水準で提供されている。

一方で、その便利さ故、日常的な渋滞・混雑問題や、同じA地点からB地点への移動
に対していくつも行き方が存在する複雑さが課題感として挙げられる。また、中核
都市部においても郊外エリアにおいては最寄り駅から自宅までのラストワンマイル
交通手段の不足・不便といった課題は存在する。

他方、地方都市部においては、一部の中心区域を除くと公共交通インフラが充分に
整備されているとは言えず、自家用車に依存した交通インフラとなっている地域が
ほとんどである。そのため、高齢化社会に対応した交通手段の確保や、利用者数の
低下による公共交通の採算性・利便性の低下等が中心的な課題になる。
更に、過疎地域と呼ばれる地域に至っては、そもそも公共交通自体が移動手段の
選択肢を担えるほどに整備されておらず、公共交通空白地域の存在や、高齢者を中
心とした移動難民の問題が顕在化している。
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また、中核都市部と地方都市部に大別した地域間での違いに加えて、日常的な生
活シーンにおける課題とは別に、観光シーンにおいても特徴的な課題が存在する。

観光においては、鉄道とレンタカー、鉄道の中でも新幹線と在来線等といった複数
のモビリティを跨いで利用するケースが多い。そのため、モビリティ間を跨いだサー
ビスや情報検索や、普段の生活シーンで利用している決済手段が異なる地域へ観
光に行った際に使えず不便、といった課題等も存在する。
加えて、近年活況を呈しているインバウンド観光においては、それらの情報が母国語
で利便性の高いサービスになっているかというとまだまだ大きな課題が残っている
のが実状である。

このように、一言でモビリティ課題といっても、地域や利用シーンによって抱えている
課題は異なり、MaaSのような新しい概念のサービスを検討する上でもこの前提を
踏まえることが必要になってくる。
つまり、MaaSは統合することが重要であるという一般論はあるものの、具体的に
利用者のどのような課題に対して、どのようなサービスを提供するかという検討を、
地域特性や利用シーンごとに分解して考えることが重要であるといえる。
一方で、東京の居住者が地方へ行った際に日常的に使用している交通系ICカード
の利用シーンが限定されることや、新幹線や特急券の予約・決済が統合されていな
いのは不便である、といった地域や利用シーンを跨いだ課題も存在し、個別のサー
ビスレベルではなく予約や決済といった共通のプラットフォームについては統合する
必要性があることも想定される。
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3章：利用者がMaaSに求めるもの
特に都心部の利用者を中心に、単なる移動手段だけでは
ない付加価値サービスをMaaSに求めている

MaaSに対する利用者ニーズ
今回、我々は2章で整理した地域や利用シーンによる課題を前提に、利用者目線で
のMaaSに求められるものを更に具体化するため、特に利用者の母数が大きい中

核都市部および地方都市部における生活シーンでのモビリティ課題・ニーズについ
て、実際の利用者に対して調査を行った（調査方法についてはP18参照）。
現状の公共交通機関について利用者が不便に思っていることについて調査したとこ
ろ、図5のとおり
「自動車がないと生活できないため不便である」が他と比較して最
も高く、特に地方都市部では76.2%と、中核都市部のうち東京23区・大阪市・名古
屋市の54.7%と比較すると20ポイント以上の差が生じている。そもそも自家用車が
ないと生活が困難な環境に対する不便さが、中核都市部より自家用車依存度の高
い地方都市部においてより顕著に表れているものと考えられる。

（アンケート回答者の自家用車所有率は、中核都市部のうち東京23区・大阪市・名古屋市：60.6%、中核
都市部：73.5%、地方都市部：82.0%）

また
「公共交通機関の本数が少なく、待ち時間が長い」、
「公共交通機関の最終運行
時刻が早い」においても、地方都市部と中核都市部、さらには東京23区・大阪市・
名古屋市との間に大きな開きがあることから、公共交通の運行本数や運行時間帯
に対する不足感等について、中核都市部と地方都市部では大きな差があることが
見て取れる。
なお、図6のようにエリア間に大きな差はないものの、
「料金の設定が高いと感じ
る」
と答えた利用者が4割程度存在することから、一定数の利用者が公共交通の移
動対価が見合っていないと感じていることがうかがえる。
図5：公共交通機関について不便に思っていることは？
（複数回答可）
54.7

自動車がないと生活できないため
不便である※1

電車/地下鉄/バスの駅等、
よく使う公共交通機関まで
徒歩しか手段がなく不便である※2
公共交通機関の本数が少なく、
待ち時間が長い※2
公共交通機関の最終運行時刻が
早い※2

24.9
26.1
20.2
23.2

63.0

42.6

24.5
24.5

39.6

中核都市部のうち23区・大阪市・名古屋市
中核都市部
地方都市部

38.2
41.6
47.8

料金の設定が高いと感じる※2

混雑状況や遅延状況が、
出発前にリアルタイムで
把握できず不便を感じる※2
切符購入、
チャージ、
運賃の支払い等に不便を感じる※2

76.2

35.1

図6：交通インフラについて不便に思っていることは？
（複数回答可）

目的地までの経路検索で不便を
感じる※2

(%)

(%)

21.0
21.6
26.8
31.2
32.3
35.2
23.2
22.0
24.2

中核都市部のうち23区・大阪市・名古屋市
中核都市部
地方都市部

※1 アンケート回答者4,644人のうち、自家用車、レンタカー、カーシェア、社用車、商用車のいずれかを普段から利用していると回答した
3,264人に対して調査
※2 アンケート回答者4,644人のうち、電車・地下鉄、路線バスのいずれかを普段から利用していると回答した3,146人に対して調査
※3 各選択肢について
「非常にそう思う」
「まあそう思う」
と回答した比率
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次に、1章で提示したMaaSレベルのLevel.1やLevel.2に該当する移動に関する経
路検索や、決済手段といった利便性に関するMaaSサービスについてみたところ、
図7のとおり地域にかかわらず約4割以上の利用者が「乗換案内サービス」
「地図情
報提供サービス」
を過去1年以内に使ったことがあると回答している。
また、
「乗換案内サービス」
を日常的に利用している比率を地域別に見ると、地方都
市部の28.3%に対し、中核都市部のうち東京23区・大阪市・名古屋市は50.5%と
20ポイント以上の差があり、交通網が複雑な都心部における経路検索サービスに
対するニーズが高いことを示している。

さらに、これらのサービスについては、世代間において利用状況に差がみられ、
「乗
換案内サービス」
「地図情報提供サービス」の両方とも年齢層が低くなるほど利用
率が高くなり、Generation Z（15歳～21歳）においては過去1年以内に利用した比
率が6割を超え、日常的に利用している比率も約半数に達しており、生まれたときか
らインターネットが空気や水のように当たり前の環境として存在していたデジタル
ネイティブほどこのようなサービスに親和性が高いと考えられる。
図7：過去1年以内に使ったことがあるサービスは？
（複数回答可）
地域別

中核都市部のうち23区・大阪市・名古屋市
中核都市部
地方都市部

（%）

59.3 57.3

世代別

Generation Z
Generation Y
Generation X
Baby Boomers

（%）

67.9

64.8

52.5 52.7 53.1

(15-21歳）
(22-36歳)
(37-51歳)
(52歳以上)

53.0

43.0

53.0

49.5

43.2 43.4

乗換案内サービス

地図情報提供サービス

乗換案内サービス

45.4

地図情報提供サービス

※アンケート回答者4,644人全体に対して調査

図8：日常的に使用しているサービスは？
（複数回答可）
地域別
50.5

中核都市部のうち23区・大阪市・名古屋市
中核都市部
地方都市部

（%）

47.3

世代別

Generation Z
Generation Y
Generation X
Baby Boomers

49.1
37.2 36.7 36.7
28.3

乗換案内サービス

（%）

48.9
41.0

40.3
30.9

地図情報提供サービス

(15-21歳）
(22-36歳)
(37-51歳)
(52歳以上)

33.2

32.7

27.9

乗換案内サービス

地図情報提供サービス

※アンケート回答者4,644人全体に対して調査
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さらに、利用者がMaaSにおいて使ってみたいサービスについても調査を実施した
（図9参照）。
まず、MaaSレベルのLevel.2にあたる
「（1）経路検索時に新幹線の予約や決済がで
きる機能」に関するニーズについては、全体の49.0%が使いたいとしており、また
MaaSレベルのLevel.3にあたる「（2）地下鉄、バス、タクシーが乗り放題になる料
金体系（定額料金制）」
に関するニーズについては、全体の31.8%と半数に満たない
結果となっている。
加えて、移動手段ではなく、目的地に関するMaaSサービスの視点からは、
「（3）目
的地の様々な情報を知ることができる機能」に関するニーズについては、全体の
45.8%が使いたいと回答し、目的地での飲食・サービス・観光等の消費に関する
「（4）目的地で発生する予約や決済ができる機能」については、全体の49.9%とこち
らも半数に満たない結果となった。これらのサービスは日本の市場においてまだ提
供されていないため、サービスの具体的な内容や効用をイメージしづらいことや、
移動情報や決済情報といった個人情報の提供に抵抗感があるということが影響し
ていると考えられる。
図9：MaaSで使ってみたいサービスは？
（複数回答可）

（1）経路検索時に新幹線の予約や決済ができる
機能
60.9

（%）

50.6

49.0

調査全体

Generation Z
Generation Y
Generation X
Baby Boomers

（2）地下鉄、
バス、
タクシーが乗り放題になる
料金体系（定額料金制）

（%）

49.3

43.8 44.0
31.8

34.6
25.2

（3）目的地の様々な情報を知ることができる機能

（%）

58.8
45.7

23.2

（4）目的地で発生する予約や決済ができる機能
60.0
（%）
49.9

45.8

(15-21歳）
(22-36歳)
(37-51歳)
(52歳以上)

50.9

45.0 46.4

41.0 41.5

※ アンケート回答者4,644人全体に対して調査
※ 各選択肢について
「有料でも使いたい」
「無料なら使いたい」
と回答した比率

これらのサービスは世代間においてニーズに差があることもうかがえる。
「（1）経路
検索時に新幹線の予約や決済ができる機能」、
「（2）地下鉄、バス、タクシーが乗り
放題になる料金体系（定額料金制）」、
「（3）目的地の様々な情報を知ることができる
機能」、
「（4）目的地で発生する予約や決済ができる機能」のいずれのサービスも
Generation Z（15歳～21歳）の使いたい比率が最も高く、
「（2）地下鉄、バス、タク
シーが乗り放題になる料金体系（定額料金制）」以外のサービスについては、半数以
上が使いたいと回答している。普段からWebサービスを利用していることが影響し
ていると考えられるが、将来にわたってはデジタルネイティブ人口が年々増加するこ
とが想定されるため、このようなサービスニーズはますます高まっていくであろう。
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4章：日本版MaaSを実現する
上での障壁

日本版MaaSの実現には日本独自の構造的・制度的課題
の解決が求められる
MaaSに対する障壁

本章では、異なるニーズ及び課題や利用者の求めるサービスを提供していく上で、
これまで述べてきた地域間、世代間、利用シーンごとに、大きく2つの障壁が存在す
ると考える。
構造的課題
1つめは、公共交通インフラの所有と運営主体に起因する構造的課題である。図10
のように、海外諸国においては、公共交通インフラは国や自治体等の行政が所有し、
民間事業者はそのインフラにより公共交通の運営するコンセッション方式（上下分
離方式）をとっている場合が多い。それに対し、日本においては、公共交通インフラ
及び運営の双方を民間事業者が担っている
（市営地下鉄等の一部の公共交通機関
を除く）場合がほとんどである。

そのため、各公共交通事業主体が提供するサービスを需要に応じて利用できるよ
う、1つの移動サービスに統合するというMaaS概念の実現に向けては、国や自治
体が主導しやすい海外と異なり、日本は主導プレイヤーが存在しづらいことが障壁
となっている。
図10：欧州と日本の公共交通インフラ運営体制の比較＊5

フィンランド

運営

運営

運営

運営

JR

運営

JR

九州

VRグループ（持株会社）

東日本

JR

東海

フィンランド政府

日本
・
・
・

運営
・
・
・

・
・
・

※ VRグループ：フィンランド政府が全株式を保有する持株会社で、
鉄道事業を担当
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制度的課題
2つめは、鉄道、バス、タクシー等の公共交通運営主体の運賃制度に起因する制度
的課題である。鉄道においては、図11 のように鉄道事業法（バス、タクシーにおい
ては道路運送法）に基づき、公共交通事業主体ごとに国土交通大臣が上限運賃を
認可し、事業者はその上限運賃の範囲内で実施運賃を定め、届出を行う制度となっ
ている
（上限認可・実施運賃届出制＊6）。
また、上記の上限運賃は、図12 のように鉄道事業（バス、タクシーも同様）の経営
に必要な営業費（ヤードスティック方式で算出＊7）に適正な利潤を加えた総括原価
を求め、総収入がこれを上回らないように運賃水準を決定する
「総括原価方式＊6」
を用いて算定されている。
＊6

＊7

タクシーについては、膨大な数の事業者が存在するため、すべての事業者の運賃を個別に審査し、そ
の適否を個別に判断することは事実上困難であることから車両数7割以上の事業者からの申請が
あった場合に、これらを審査して、自動的に認可する運賃水準の上限と下限の幅を、
「自動認可運賃」
として設定。
基準比較方式。鉄道事業においては、JR、大手民鉄、地下鉄の3グループに分け、回帰分析により各
事業者の基準コストを算出し、それをもとに算定したコストを総括原価としている。

図11：旅客運賃の制度＊8

上限運賃

（設定、
変更には認可が必要）
実際の運賃

上限運賃範囲内であれば届出のみで
自由に設定、
変更が可能

図12：上限運賃の算出式＊9
上限運賃

経営に必要な
営業費

適正な利潤

ヤードスティック方式により算出
このように、現行は事業者ごとに総括原価を算出して運賃を定めているため、例え
ば毎月一定額を支払って交通サービスを利用するサブスクリプション等の公共交通
機関を跨いだ柔軟な運賃の設定が困難となっているのが現状である。
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日本版MaaS実現の障壁解消に向けた国の取組み
前述のような日本固有の構造的及び制度的課題を踏まえた検討が求められている。
構造的課題を踏まえた検討については、例えば、国土交通省では「あらゆる人々の
豊かな暮らし」
を目指した
「日本版MaaS」
の実現に向けた地域横断的な取組みとし
て、事業者間のデータ連携の推進、運賃・料金の柔軟化、キャッシュレス化、まちづく
り・インフラ整備との連携、新型輸送サービスの推進等を掲げている＊10。
前述のとおり、交通事業者は個別に運賃を設定し運用しているが、同時に運行に関
する情報についても個別に管理・運用しているのが現状である。MaaS推進の旗振
り役が現れにくい中では、個別に保有しているデータのオープン化により、事業者間
のデータ連携を加速化させることが有効である。国土交通省では、連携データの範
囲及び連携ルールの整備、データ形式及びAPI（Application Programming
Interface）※仕様の標準化を実施しながらデータプラットフォームの実現を目指し
ている
（図13参照）。
※Application Programming Interface：コンピュータプログラム
（ソフトウェア）の機能や管理するデー
タ等を、外部の他のプログラムから呼び出して利用するための手順やデータ形式等を定めた規約

＊10

国土交通省では、MaaS等の新たなモビリティサービスの活用により、都市・地方が抱える交通サー
ビスの諸課題を解決することを目指し、日本版MaaSの将来像や、今後の取組みの方向性等を検討
するため
「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」
を開催。
また、経済産業省・国土交通省では、将来の自動運転社会の実現を見据え、新たなモビリティサービ
スの社会実装を通じた移動課題の解決及び地域活性化を目指し、地域と企業の協働による意欲的
な挑戦を促す新プロジェクト
「スマートモビリティチャレンジ」
を開始。

MaaS
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データプラットフォームの実現においては、交通モーダルの統合による便益を享受
するために、オープン化すべき情報の線引き
（協調領域と競争領域の分類）が重要
となる。具体的には、協調領域（運行に係る各種情報、予約・決済システム等、オー
プン化するプラットフォーム領域）と、それを土台にした競争領域（MaaSアプリケー
ション等による顧客体験及びAI（人工知能）等を活用した運行最適化による効率性
において差別化する領域）を分けた検討が重要であると考える。

ただし、運行コストは各事業者間で異なるため、単なるオープン化のみだと、プラッ
トフォームの費用負担及び運用方法を事業者間で調整することが求められる。日本
版MaaSにおけるベースとなる協調領域では、どの事業者でも参加可能なデータ基
盤・費用負担スキームを構築し、それを基に競争領域において各事業者が差別化
を図っていくことが望ましい。
詳細は第5章で述べるが、競争領域では移動のみならず、移動先での消費等、目的
地でのアクティビティも包含したモデルへの移行を前提とした検討が求められる。
図13：日本版MaaSデータプラットフォームの実現＊11
国

交通事業者
鉄道

バス

タクシー

都市・交通インフラ

ETC

構造物

MaaS事業者

MaaS事業者1
MaaS事業者2

データ
プラット
フォーム

・
・

移動関連サービス
提供者
商業施設

物流

制度的課題に対しては、公共交通機関の柔軟な運賃のあり方についての検討が必
要である。
前述のとおり、それぞれの公共機関において所管する法令で規定されているため、
公共交通機関を跨いだ運賃の柔軟化には複数の所管法令の改正が必要となる。国
は旅行業法の適用（旅行業法第2条第1項）により、MaaS事業者が企画旅行・手配
旅行を実施する等、現行制度下でも推進可能な施策や、タクシーにおける事前確
定運賃制度導入を掲げている。比較的導入が容易な施策は実施しつつ、中長期的
な視点においては、運賃制度を取り巻く法制度のあり方についての検討を加速させ
ることが重要である。
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5章：日本版MaaSの実現に
向けた提言

地方都市部と中核都市部、それぞれの課題に対応した
日本版MaaSの取組みが求められる

日本版MaaSの方向性
これまで、欧州発のMaaSという概念を、日本が抱える各地域の交通課題の現状を
踏まえた上で、どのように実際の利用者の課題解決や潜在ニーズを満たすサービス
へ繋げるべきかという点を中心に述べてきた。

本章では、これまで述べてきたポイントを踏まえ、日本版MaaSの実現に向けて具
体的にどういった取組みを行うべきなのかという点について考察したい。
考察の前提として、第4章でも述べたとおり、我が国においては、特に中核都市部を
中心に公共交通の多くを民間事業者が担っており、移動手段としての公共交通サー
ビスは諸外国と比較しても高水準で整備されているため、
「行政主導で、公共交通
の利便性を向上し、いかに公共交通利用率を高めるか」を主なテーマにおく欧州版
MaaSとは異なる形での取組みが求められる。
従って、取組みの方向性の考察にあたっては、これまで述べてきた課題および利用
者ニーズ、事業者構造等の違いがあることを踏まえて、大きな分類として、
「地方都
市部」
と中核都市部における
「都心部」
に分けて考察したい。

地方都市部では、行政主導でまちづくりをリデザインする
ことで公共交通インフラの“効率化”を実現

「地方都市部」
地方都市部については、解決すべき大きな課題として、そもそも公共交通インフラ
自体が脆弱であり、利用者にとっての利便性が著しく低いため、自家用車なしでは
移動需要が満たされないという問題が存在する。また、利便性の低さから利用者自
体が少ないため、公共交通の収益性が低く、事業自体の継続が困難であるという、
悪循環に陥っているというのが実状である。
そういった、公共交通インフラに対する課題感が大きい地方においては、利便性と
収益性のバランスを取るためのMaaSが求められ、“効率化”というテーマでのサー
ビス構築が求められる。
具体的には、AI（人工知能）による需給分析を基に最適化したルートを走行するオン
デマンドバスや、非稼働自家用車や駐車場の遊休リソースを活用したシェアリング
サービスの提供等、地域の足として最低限必要な交通サービスを、より低コストで
持続可能性のある形で提供するためのMaaSが求められる。
また、実際に地方都市部ならではのMaaSを推進していく上では、民間の交通事業
者がひしめく都心部に比べて、公共交通インフラにおいて行政が担っている役割が
大きいという事業者構造を踏まえると、地方自治体を中心とした行政がリーダー
シップを発揮し、主導していくことが求められる。

その際には、個別のモビリティサービスをどうするかというサービス単体で計画する
だけではなく、そもそも当該地域の都市計画や交通計画自体をどうデザインするか
という検討から始めることが必要であり、その考え方は1章で記載した統合レベル
でいうところのLevel.4を目指す取組みであると整理できる。
例えば、現在内閣府を中心に検討されているスーパーシティ特区構想等の枠組み
を活用し、所謂スマートシティと呼ばれるような次世代のまちづくりのあり方の検討
とセットで取組みを進めることが効果的である。

15

都心部では、民間事業者主導で生活サービスの一環として
のMaaSを推進することで“高付加価値化”を実現

「都心部」
都心部においては鉄道会社等の民間事業者を中心とした、世界でも類を見ない利
便性の高い公共交通インフラ網が既に整備されており、単なる移動手段としての課
題解決の必要性は低いと考えられる。

一方、2章や3章でも述べた通り、若い世代を中心にマルチモーダルでのサブスクリ
プションのような新しいサービス・料金体系や、移動先でのアクティビティとの連動
等の、移動にプラスアルファする“高付加価値化”をテーマとした新しいサービスへ
の期待が高まってきており、この傾向は今後も加速していくと考えられる。

この、MaaSを、単なる移動手段としてのモビリティサービスと捉えるのではなく、移
動先でのアクティビティも含めた利用者の生活全体を支援する生活支援サービスの
一要素として捉える考え方を、デロイトでは、MaaSの統合レベルのLevel.4をさら
に超えた
「Level.5：目的地との統合」
として定義し、日本独自の目指すべきMaaSの
方向性と位置付けている。

このLevel.5の思想は実は新しい考え方ではなく、元々日本の鉄道会社が古くは「小
林一三モデル※」
と呼ばれる沿線開発の考え方で取り組んできた思想に近く、都心
部におけるこのLevel.5の実現を主導する役割も民間の鉄道事業者各社に期待し
たいと考えている。彼らが自社の沿線を活性化するために行う各種施策の1つの
パーツとして、沿線に住む人・働く人・訪れる人がMaaSによってより移動が便利に
なることで、結果暮らしやすくなったり、働きやすくなったり、買い物が楽しくなり、そ
の地域の消費向上やまちの魅力向上が実現することが日本版MaaSが目指すべき
第一歩ではないだろうか。
そうした取組みを推進する上では、人口減少社会の中で限られた移動需要を奪い
合うのではなく、MaaSによって人々の移動自体を増加させることが必要である。究
極的には移動サービス自体の対価は限りなくゼロに近づけ、その他の生活サービス
消費で収益を得るというビジネスモデルを実現することで、MaaSという新しい概念
が単なる利便性向上ではなく、我々のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させる
ことができれば、日本が世界に誇れるMaaSとなるだろう。

※小林一三（1873~1957 阪急阪神東宝グループの創業者）が箕面有馬電気軌道の開発とともに沿線に
住宅開発を行う他、梅田に阪急百貨店（現、阪急うめだ本店）の開業、宝塚歌劇、阪急ブレーブス、東宝の
設立等、鉄道を起点に衣・食・住・文化等人々の生活をとりまく事業を次々と打ち出すことで、まちづくり・
沿線価値の向上に成功したビジネスモデル。このモデルが、私鉄経営を始めとする日本の事業者に大き
な影響を与えたとされている。

図14：デロイトが提唱するMaaS統合レベル＊11

Level. 1

情報の統合

Level. 2

決済の統合

Level. 3

事業の統合

Level. 4

政策の統合

Level. 5

目的地の統合
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各モビリティに関する所要時間や料金等の
情報を統合

各モビリティ・事業者を跨いだワンストップでの
発券や予約、
支払いが可能

各モビリティ・事業者間で統合されたサービスや
サブスクリプション方式などの料金体系の提供
事業者を跨いだモビリティサービスと
行政が一体になり、
都市計画や交通政策を実現

移動自体と目的地での消費（宿泊や飲食等）
とが
統合され新たな付加価値を創出

図15：Level.5が追加されたMaaSのサービスイメージ

出発地

Level. 1～4
様々な交通手段を組み合わせたルート検索を行う
地図上で現在地を把握できる

バス道路の状況をリアルタイムで知る
電車/地下鉄、

様々な料金プランを活用する
（都度払い、
乗り放題プラン、
オートチャージ等）
乗車料金の決済ができる
（交通系ICカードやクレジットカードとの連携等）
新幹線の予約、
タクシーの配車ができる

移動中

目的地

Level. 5
目的地のグルメ・レジャー情報を知る
目的地の天候を知る

目的地周辺のレストラン・カフェの混雑状況をリアルタイムで知る
目的地で発生する料金の決済ができる
目的地で訪れる施設の予約ができる
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アンケート調査方法

調査方法：インターネットを利用したアンケート調査
調査期間：2019年4月12日～15日
調査対象数：5,000人
回答者数：4,644人
回答率：93%
地域別

東京圏

• 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の人口20
万人以上の自治体

名古屋圏

中核都市部

• 愛知県の人口20万人以上の自治体

京阪神圏

N数

%

2,287

49%

• 大阪府、京都府、兵庫県の人口20万人以上の
自治体

東京圏

• 東京都23区

名古屋圏

うち

（766）（16%）

• 名古屋市

京阪神圏
• 大阪市

上記以外の県における人口20万人以上の
自治体

地方都市部

2,357

51%

人口算出データ：
総務省 平成30年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、平成29年（1月1日から同年12月31
日まで）人口動態（市区町村別）
（総計）

年齢別

15-21歳

Generation Z
Generation Y
Generation X
Baby Boomers+

性別
男
女
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N数

%

22-36歳

894

19%

1,250

27%

52歳以上

1,250
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1,250

27%

N数

%

37-51歳
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2,420

52%
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出所
第1章

＊1
＊2

＊3

＊4

MaaS Alliance HP

（https://maas-alliance.eu/）

国土交通政策研究所「MaaS（モビリ
ティ・アズ・ア・サービス）について 」
（http://www.mlit.go.jp/pri/
kikanshi/pdf/2018/69_1.pdf）

チャルマース工科大学
「A topological approach to

Mobility as a Service: A proposed
tool for understanding
requirements and eﬀects, and for
aiding the integration of societal
goals」を基に作成
（http://www.tut.ﬁ/verne/aineisto/
ICoMaaS_Proceedings_S6.pdf）
Whim

（https://whimapp.com/）

第4章

＊5

＊6

＊7
＊8
＊9

黒崎文雄「第4鉄道パッケージとEU諸国
の国内旅客鉄道運営の変革―フィンラン
ドの鉄道の再改革計画からの考察―」
（https://www.itej.or.jp/assets/
seika/jijyou/jijyou_2018_01.pdf ）

内閣府「第143回 消費者委員会本会議」
国土交通省提出資料（https://www.

cao.go.jp/consumer/iinkai/2014/
143/doc/143_140218_sankou2-3.
pdf）

国土交通省「一般乗用旅客自動車運送
事業の運賃料金の認可の処理方針につ
いて」
（H13.10.26国自旅第101号）

国土交通省「旅客鉄道の運賃料金制度」
を基に作成（http://www.mlit.go.jp/
tetudo/sonota/10_03.html）

道路関係四公団民営化推進委員会「料
金制度に係る主な論点」
を基に作成
（https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/road/dai24/24siryou4.pdf）
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＊10 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」
（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/

transport/
sosei_transport_tk_000089.html）

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 中間取りまとめ」
（http://www.mlit.go.jp/common/
001279833.pdf）
経済産業省、国土交通省新プロジェクト
「スマートモビリティチャレンジ」
（https://www.meti.go.jp/press/

2019/04/20190408005/
20190408005.html）

＊11 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 中間取りまとめ概
要」
の内容を基に作成
（http://www.mlit.go.jp/common/
001280181.pdf）
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