海外交通事情

シンガポールにおける Mobility-X 社
による MaaS の取り組み
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新しい移動サービスの登場や，ICT や AI などの技術革新を背景に，モビリティ変革が進む中，
「MaaS
（Mobility as a Service）
」という新しい概念の登場をうけ，世界のさまざまな国々において新しいモビリティ
サービスが試行されている。そのうち，東南アジア諸国のうち目覚ましい成長を遂げるシンガポールにおいて
は，鉄道会社 SMRT 社の子会社である Mobility-X 社が主体となって「MaaS」を推進している。
本稿では世界の先駆けとなった「MaaS」の考え方を紹介するとともに，これまでのシンガポールでの国家
的な取り組みと，鉄道会社のこれまでを俯瞰したのち，2018 年 2 月に会社として設立された Mobility-X 社の
現状を紹介するとともに，これらの取り組みから得られる今後に向けた知見をまとめる。

1．はじめに

のでもある。またこのような世界的な潮流におい
て，日本を含め多くの国々で MaaS についての具

自動車の自動運転技術の進展や，ICT，A I な

体的な取り組みが実施，あるいは試行的に行われ

どの技術革新を背景に，Uber や Grab に代表さ

ているが，それぞれに抱える社会的な課題，経済

れる移動面でのシェアリングエコノミーの世界的

背景などは大きく異なるため，MaaS の中身その

な拡大もともなって，これからのモビリティは変

ものは決して１つの定まった方向性があるもので

革の時にあるといえる。そのような交通における

はない。そこで本稿では，
「スマート国家」をスロー

社会的背景を統括するように，
「MaaS（Mobility

ガンに IT 化を推進するシンガポールでの取り組

as a Service）
」という言葉を記事やニュースなど

みのうち，代表的な鉄道会社である SMRT 社の

で目にする機会は多い。MaaS をひとことで言う

スタートアップ企業，Mobility-X 社の取り組みに

ならば「従来のマイカーや自転車などの交通手段

ついて紹介し，その意義や日本への示唆について

をモノで提供するのではなく，サービスとして提

まとめる。

供する概念」（日高ら 2018） である。すなわち，
所有が前提のマイカー移動も，自分以外の誰かの

2．世界の先駆けとなった MaaS

所有を前提とするライドシェアでの移動も，２つ
は同じ枠組みの中で語られ，それぞれが「１つの

MaaS という言葉は，2014 年にフィンランドで

移動の要素」として認識されることを意味するも

初めて発表された（Heikkilä 2014）。まず，今のヘ
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ルシンキがマイカー中心の交通体系で，それが原

因で環境への悪影響や慢性的な渋滞・駐車場問題

ればよいのだろうか。Heikkilä（2014）は，まず「イ

などを生み，移動そのものがストレスになった結

ンフラ」，「フリート」を「サービス」としてとら

果，まちの魅力そのものさえ失ってしまうことに

え，
「インフラ」は「Infrastructure as a Service（以

つながっていると指摘する。さらにその原因は，

下，
IaaS）
」，
「フリート」は「Fleet as a Service（以

いまの
「輸送」
が利用者の本当の輸送ニーズに合っ

下，FaaS）
」とした。さらにインターネット，モ

ていないことにあるとする。例えばヘルシンキ都

バイルの技術的な進展や，今後社会の中心になっ

市圏の近郊鉄道については，線路などの「インフ

ていく「ミレニアム世代」の行動様式，さらにほ

ラ」を政府系機関が維持管理し，
「フリート（車

かの「輸送」と組み合わせるためには，「データ

両 な ど ）」 は「 ヘ ル シ ン キ 地 域 交 通 局（ 以 下，

の連結」が必要であるとし，
「Data as a Service（以

HSL）
」が鉄道会社に委託して維持管理し，そし

下，DaaS）
」も「輸送」を生み出すための重要な

てその両者を「HSL」が「鉄道輸送」としてとり

要素であるとし，その３つの要素からなる「輸送」

まとめ，利用者に提供している。また鉄道以外の

を サ ー ビ ス の 輸 送 と 定 義 し た。 つ ま り，

バスやフェリーなども同様に，道路や港などの

「Transport as a Service（以下，TaaS）」である。

「インフラ」と車両や船舶などの「フリート」を， そしてその上位に「モビリティオペレータ」を置
「HSL」がとりまとめ「輸送」として提供してい
る（黒崎 2018）。

き，利用者ニーズに合う「TaaS」を取りまとめ
提供する主体者の役割とし，その出現のおかげで

さらにこのスキームは，自らが運転する「自家

利用者は「ニーズに応じた TaaS １）」を受けるこ

用車での移動」も実は同じスキームだと指摘する。

とができるようになるとした。そして，このモビ

つまり，公共が維持管理する道路「インフラ」と，

リ テ ィ オ ペ レ ー タ こ そ「Mobility as a Service

「フリート（この場合は自身が所有する自動車）」を， （MaaS）」の役割を果たすものと定義したのであ
自分自身が「自家用車の輸送」として自らに提供
することと置き換えると，実は同じことだとする
のである。以上を示したものが図１である。

る（図１）。
このことは，これまで利用者がそれぞれの交通
事業者に対しサービス対価として運賃等を支払っ

このスキームにおいては，
「輸送」は種類ごと

ていたやり方から，これからはモビリティオペ

に「別々の提供者」によって「バラバラに」利用

レータが提供する「これまでの移動のサービスだ

者に提供されることを意味する。本来，利用者が

けでなく，従来の枠組みを超えた複合的なサービ

移動しようとするとき，移動のためのニーズは，

ス」に対する支払いへ変わることでもあった。そ

利用者の世代，ライフスタイル，趣味など，さま

してさらに「モビリティオペレータ」が複数登場

ざまな状況のなか，千差万別であり，そのニーズ

すれば，競争が促進され，利用者はさまざまに工

が１つの「輸送」だけで満たされることはまれで

夫されこれまで以上の「TaaS」を選択して受け

ある。そのため利用者がニーズを満たすためには， 取ることができるとした（図２）。
バラバラの交通機関を１つひとつ探し出して選択

本論文をうけ，自国の変革を強力に推進すべく

しなくてはならない。つまり利用者の「需要」は， フィンランド政府は，MaaS 推進に積極的に関与
１つの「輸送」だけでは埋めきれない「空白」が

していった。交通モードごとに縦割りだった省庁

常に生じていて，
その空白を自らがほかの「輸送」

の再編に加え，実装に向けたパイロットプログラ

を探し当てて組合せることで初めてニーズが満た

ム２） の実施や，法制度面においてもすべての交

されるとする。

通事業者にデータの開示と，チケット支払に対す

では，利用者にとって初めから満足な輸送サー

るインターフェイスの公開を義務付ける「Act

ビスが提供されるには，スキームがどのようであ

on Transport Service（交通サービス法）」（2018 年

１）単に空間的に移動することだけでなく，場合によってはスポーツジムの予約，用具ロッカーの予約といっ
たこれまでの輸送の概念では含まれなかったサービスも含めた「サービスとしての輸送」である。
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図 1 現在の「輸送」サービスのスキームとこれからのスキーム
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出典：Heikkilä（2014）の図表より筆者作成

図 2 MaaS をコンセプトにした利用者と輸送サービスの関係
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出典：Heikkilä（2014）の図表より筆者作成

1 月施行）を制定し，公開を原則とすることとした。

のほか，レンタル自転車，５km までのタクシー

このことはモビリティオペレータ（MaaS）にとっ

乗車，レンタカーなどが選択できる交通手段とし

てみれば，サービス提供できる環境が強力に整う

て用意されており，検索に応じてルート表示され

ことでもあった。例えば，フィンランドで始まっ

る。また予約時の料金については，月額料金制で

た「Whim」では，ヘルシンキ内の鉄道やトラム

３段階（会費無料，49 €，499 €） 設定し，無料会

２）具体的なサービスの実現は，MaaS コンセプトの生みの親のひとりでもある Smpo Hietanen 氏が設立した
「MaaS グローバル社」により 2016 年よりサービス開始した「Whim」
，
さらにその翌年に「Tuup 社」がサー
ビス開始した「Kyyti」によるが，両サービスはこのパイロットプログラムが契機となった。
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員の場合は予約の都度支払いとなるが，499 €の

車道などサイクリングの整備」
，「遊歩道の整備」

会員は検索で表示されるすべての交通機関を都度

の５つが主要施策とされ，また 2030 年までの具

の支払いなしに利用できるサービスが提供されて

体的な目標指標として，以下の３つの達成が定め

いる。

られた。

3．シンガポールの概要

①８割の世帯は，徒歩 10 分内に鉄道駅にアクセ
スできる。
② 20km に満たない全公共交通移動の 85％は，

世界での MaaS の潮流の中，シンガポール鉄道
会社の子会社である Mobility-X の取り組みもそ

１時間で目的地に到着できる。
③ピーク時間帯の交通のうち，75％を公共交通機

の影響を受けていると推察されるが，その前にシ

関がまかなう。

ンガポールの国家的取り組みや，鉄道会社の状況

なお，本マスタープランの基本ビジョンは「人が

について触れることとしたい。

（1）国土開発の方針を示す「コンセプトプラン」と
「マスタープラン」
人口約 560 万人（2018 年４月），面積は淡路島
と同じ程度の約 720km2 の都市国家であるシンガ

中心の陸上交通（A People-Centred Land Transport
System）」であり，このビジョンはこれからも変

わらないとされている。

（2）
「スマートネーション」の推進と「交通」
の取り組み

ポール共和国は，一人あたりの GDP は約 59 千

2014 年 11 月，リー・シェンロン首相の声明を

ドル（USD，2018 年）と現在では日本を上回り，

皮切りに，シンガポールにおいて「スマートネー

成長著しい東南アジア諸国の中にあって，ひとき

ション」の取り組みがスタートした。スマートネー

わ目覚ましい成長を遂げる国の１つである。

ションとは，「ネットワーク，データ，情報技術

その限られた国土を有効に活用するため具体的

の力を活用して，生活の改善，経済的機会の創出，

施策方針として，40 年〜 50 年を見通した「コン

密接な地元自治会を促進するためのプログラム

セプトプラン３）」の策定と，その施策詳細版であ

（Economic Development Board 2017）
」であり，
「ス

り 10 年〜 15 年を期間として，ある程度のテーマ

マート国家」を目指すとした，国家の重要施策で

ごとの中間計画である「マスタープラン」が策定

ある。

される。「コンセプトプラン 2011」では 2030 年

この発表以降，LTA はまずデータのオープン

を目途に，国家としての人材育成計画と，高品質

化を推進した。それまでの「Data Mall」を 2016

の生活環境を確保しながら人口と経済を成長させ

年４月に改良すると発表し，６月には約 100 種類

るための大方針が打ち出された。そして，実現の

のデータセットを実装，その結果，月間６億回以

ために必要とされる主要項目の１つに「公共交通

上の「アプリケーション・プログラミング・イン

網の拡大とそれらの接続性の向上」が示された。

ターフェイス」（以下 API） がダウンロードされ

「コンセプトプラン 2011」を受け，交通に関す

るとともに 40 以上の交通関連のアプリケーショ

る中間計画として陸上交通の監督官庁である

ンソフトが開発されることとなった（2016 年現在）。

Land Transport Authority（以下，LTA）は「陸

ま た 政 府 公 開 デ ー タ ポ ー タ ル の「Data.gov.sg」

上交通マスタープラン 2013（以下，LTMP2013）

にも，一部の交通関連データは収納されており，

を策定した。

LTA へのヒアリングによるとこれらすべて合わ

LTMP2013 では，
「鉄道網の倍増」
，
「公共バス
サービスの強化」
，
「自家用車使用の削減」
，
「自転

せ交通に関するデータのオープン化は完了してい
るとのことである。

３）これまでに策定されたコンセプトプランは 1971 年，
1991 年，
2001 年の３つで，
直近のコンセプトプラン（2011
年）は４つ目にあたる。
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また交通に関する具体的な取り組みとしては，

の本来の移動ニーズや，利用したい時間のデータ

まずはスマートネーションでの開発機関にあたる

の収集を活用することで，今の定期路線バスの改

政府技術庁（以下，Gov Tech） と LTA が，2015

善も目指している。

年にパイロットサービスを開始した「高速バスの
予約アプリソフト」である「BeeLine」がある。

4．組織体制と鉄道事業者について

このサービスでは，利用者は専用のアプリをダウ
ンロードした後，サービス利用時に，アプリ内に

次にシンガポールにおける鉄道事業者について

出発地，到着地と到着時間を入力すると，その路

はどうであろうか。まず，シンガポールにおける

線を運行する「コーチバス事業者」からルートが

交通事業者と監督省庁の関係について，監督官庁

提示され，バス会社ごとに定める料金（５ドル前

と鉄道事業者の関係を示したものが以下の図３で

後） で予約・決済となるサービスである。また

ある。運輸省の外庁として LTA と公共交通会議

2017 年には「Beeline」の開発コードが段階的に

（Public Transport Council，以下 PTC）があり，現

オープンとなったおかげで，事業者は「ほんの少

在では LTA は主に線路の整備やそのハードウエ

しの追加開発」で自社仕様にアプリを統合できる

アの維持管理，ライセンスの契約を行い，PTC

こととなり，多くの事業者の参入を促すことと

は運賃や満足度調査などの，経済面の管理の大部

なった。2015 年のパイロットプログラム開始時

分を担っている。また，鉄道運営の枠組みは，現

は４事業者，４路線のみでのスタートであったが，

在では LTA と事業者のライセンス契約に基づく

開発コードオープン化以降，Grab 社なども加わり， 「上下分離方式」となっている４）。
７つの事業者，130 以上の路線が展開され，利用
者の利便性の向上が図られている。

国 内 の 鉄 道 は MRT（Mass Rapid Transit） と
LRT（Light Rail Transit） の ２ 種 類 あ り，MRT

また最近の事例では，2018 年 12 月より６か月

は郊外では高架鉄道として，都心部では地下鉄と

間のパイロットサービスとして開始された「オン

して運行している。また LRT は多くの国でみら

デマンドバス」がある。このパイロットサービス

れるようないわゆる「路面電車」ではなく，郊外

には，
「平日」と「週末（金，土曜日，祝日）夜間」

の MRT 駅を起点とし，MRT より小型で編成数

の２種類のサービスがあり，前者は利用者が多い

の少ない車両（２〜３両程度）で集合住宅エリア

２つのエリア（Marina-Downtown, Joo Koon）を「完

を環状運行する高架鉄道である。なお，具体的な

結する移動」のサービス，後者は中心部から郊外

運行事業者は SMRT Trains LTD（以下，SMRT 社）

の住宅地エリアへ向けて「１方向の移動」のサー

と SBS Transit LTD（以下，SBS 社）の２社で，

ビスである。ともに本サービス用に作成された新

各社の概要と運営する路線は以下の通りである

たな専用アプリソフトのダウンロードが必要であ

（表１）。

るが，
リアルタイムの交通混雑情報を使った
「ルー

事業者２社のうち，その開業年度からも分かる

ト設定」や「到着予定時間の表示」などがなされ

とおり，SMRT 社はシンガポールにおける最初

るなど，オープンデータの活用を意識したサービ

の鉄道運行事業者で，国家を代表する鉄道会社と

スである。今後は開発コードをオープンにし，多

いえよう。その鉄道会社が主導して「MaaS を推

くの事業者や新しいモビリティでの参入を目指す

進するスタートアップ組織」の Mobility-X は立

のではと推察される。なお利用者のデータから，

ち上げられた。

現行の定期バス路線の有無にかかわらない利用者
４）鉄道の資産・管理と運行を分ける「上下分離」方式の導入は 2010 年に決定され，その具体化は 2013 年開
業の新線「ダウンタウン線」から開始された。また，それまで事業者の資産で「上下一体」で運営されて
いた「ダウンタウン線以外の７路線」については，2016 年に SMRT 社の４線を，2018 年４月に SBS 社の
３線を LTA が資産買収し，その結果現在では全ての鉄道路線が「上下分離」となっている。
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図 3 組織体制

運輸省
補助金・交付金

外庁
陸上交通庁（LTA)

公共交通会議

公共交通基金
（政策実施費用）

補助金
（ハードウェアの増設や更新）

ライセンス許可
運賃の決定（毎年）

MRT/LRT運営会社
(SMRT Trains)

出典：Fang, F.（2016）などを基に筆者作成

表 1 鉄道事業 2 社の概要（2017 年現在）
SMRT 社

SBS 社

開業開始年

1987 年

2003 年

路線長

MRT
LRT

運行路線

MRT（３路線）南北線，東西線，環状線
L R T （１路線）ブキパンジャン線

MRT（２路線）北東線，ダウンタウン線
LRT （２路線）センカン線，プンゴル線

駅数

MRT
LRT

MRT
LRT

輸送人員

約 756 万人／日

約 61 万人／日

従業員数（※）

5,200 人

9,709 人

売 上 高（※）

791 百万 SG$

1,192 百万 SG$

営業利益（※）

27 百万 SG$

59 百万 SG$

138km
8km

91 駅
14 駅

MRT
LRT

62km
21km

50 駅
29 駅

（※）会社グループ計
出典：SMRT（2017），SBS（2017）などを基に筆者作成

5．鉄道子会社 Mobility-X による MaaS の
取り組み

（1）設立の経緯

者にとってこれまで以上に迅速で安全な移動の提
供を目的として SMRT 社によって立ち上げられ
た。会社設立以前から「南洋工科大学（以下，
NTU）
」や，シンガポールの法定機関で工業・商

業地区の開発管理を行う「JTC Corporation（以下，

Mobility-X は，多くの企業や研究機関等との戦

JTC）
」とさまざまな活動はしていたが，会社設

略的パートナーシップを通じ，都市における移動

立は 2018 年２月である。また，MaaS を明確に
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表 2 Mobility-X 社の戦略的パートナーシップ
日

付

提携先

概

要

2018 年３月 20 日

シングテル社との覚書締結

国内最大の通信会社である「シングテル社」と，利用者の
データ分析，利活用を検討する。さらにモバイルプラット
フォームと自社のアプリを統合することで，スムーズな決
済サービス提供をめざす。

2018 年３月 20 日

キャピタランド社との覚書締結

大手不動産ディペロッパである「キャピタランド社」と提
携し，都市における不動産開発での問題解決策を共同検討
する。

2018 年４月６日

Mobike 社との提携

バイクシェア大手「Mobike 社」とともにドア・ツー・ド
ア の 移 動 を 提 供 し， デ ー タ を 相 互 に 分 析 す る。 ま た，
Mobike の自転車が駅前で適切に管理されるよう協力する。

2018 年６月７日

Gotion 社との提携

中国の大手電気自動車（以下，EV）バッテリーサプライヤー
である「Gotion 社」と提携し，EV を Mobility-X のプラッ
トフォームに組み込むこと目指す。

2018 年 10 月１日

豊田通商㈱の出資，覚書締結

トヨタ自動車のグループ会社「豊田通商株式会社」が，リー
ドインベスターとしての出資。さらに，MaaS 事業に関わ
る領域の共同開発と MaaS 事業の海外展開での協業に関す
る包括的な覚書も締結し，ミャンマーにおいて SMRT 社
と豊田通商（さらに現地企業含めた３社）でハイヤー事業を
開始すると発表。

出典：Mobility-X（2018）などを基に筆者作成

意識したプラットフォームとしてのアジアでは最

意識した取り組みであること対し，さらに他の業

初の取り組みであり，シンガポール唯一の取り組

界からも高い関心をもって注視されていることを

みでもある（SMRT 2017）。

示しているといえる。

その具体的な推進にあっては，戦略的なマーケ
ティング，新しい決済サービス，さらにデータ分

（3）具体的な取り組み

析を通じた都市のモビリティと，輸送ソリュー

Mobility-X（2018） の中で紹介されている３つ

ションを強化する取り組みを迅速に行うことを掲

のプロジェクトについて，その概要は以下の通り

げている。また Mobility-X の活動は，親会社で

である。

ある SMRT がビジョンとして掲げる「人を動かし， 1）検索アプリ「Jalan2」
人生を豊かにする」にも合致しシナジー効果が期

も っ と も 代 表 的 な プ ロ ジ ェ ク ト が，NTU，

待できるものであり，親会社もその取り組みにつ

JTC，SMRT 社と連携しスマートフォンでの検

いては積極的にサポートしている。

（図４）の開発である。このアプ
索アプリ「Jalan2」

（2）戦略的パートナーシップ

リによって MaaS のコンセプトをテストしている。
アプリ内では出発地と到着地を入力し検索する

Mobility-X に特徴的なことの１つに，戦略的な

と，鉄道はもちろん，シャトルバス，シェアバイ

パートナーシップがある。これまでに行われてき

ク，e -スクーター，e -bike，自律型 GRT などの

たパートナーシップの主なものとその概要は表２

複数の輸送モードが表示され，予約も可能である。

の通りである。

「NTU の学内」と「JTC のクリーンテックパーク」

Mobility-X の親会社は鉄道会社であるものの， の間をパイロットサービスとして試験が繰り返さ
彼らのパートナーシップにはそれまでに見られな

れ，これまでに e -スクーターだけでも，６万７千

かった異業種が中心で，さらにその最大手に近い

回以上の予約がされている。現在は個人向けの

企業との連携が多い。このことは Mobility-X の

サービスのみであるが，今後は企業向けや家族向

取り組みが，単なるテクノロジーの開発という側

けのサービスについても検討されている。

面に終わらず，具体的なサービスである MaaS を
116 運輸と経済 第 79 巻 第 2 号 19. 2

図 4 スマホアプリ「Jalan2」と「利用時の表示イメージ」

①

→

出発地を確認し到着地を
入力

②

該当ルートが複数表示
される

→

③

そのうちの 1 つを選択
した場合の表示例

出典：アップル社「App Store」のアプリケーション案内より

2）複合商業施設「クリーンフィールド」と連携
したモビリティサービス

実際の移動においては交通渋滞の発生や，突発的
な鉄道の運休などが想定される。そのため，診察

オフィス，住宅，商業テナントからなる複合商

の予約に合わせて確実に移動しようとすると，こ

業施設にあっては，そのエリア内の移動だけでも

れまでは時間に余裕を持たせ出発時間，ルートの

利用者にとっては多くの問題に直面することが多

設定が必要だった。

い。どこに目的のテナントがあるのか見つけるに

そこで，オープン化されたリアルタイムの情報

も苦労するし，そもそもそこを訪れる際，鉄道，

をもとに，対話型の手法で，ルート検索する手法

バスといった公共交通なのか，自家用車なのかに

を取り入れ，病院の予約と移動の予約を統合，最

よっても違いが生じる。

適化するソフトウェアとアルゴリズムを導入し，

そこで，はじめに利用者の到着までの実態をリ
アルタイムにデータとして補足するシステムを開
発するとともに，そのデータから利用者それぞれ

新たなサービスの開始を目指している。

6．まとめ

のニーズに応じた，細かなサービスの提供を目指
している。具体的には，駐車場サービス，施設内

これまで世界での MaaS の潮流と，シンガポー

オンデマンドシャトル，公共交通機関などと統合

ルの概要と代表的な鉄道会社による取り組みを考

された共有モビリティサービスなどであり，これ

察した。また昨今では，日本においても大手鉄道

らを，１つのアプリで利用できるよう進めている。 会社をはじめ，複数の業界やその連合体が MaaS

3）病院の予約とモビリティサービスの連携

の取り組みを開始している。ただし，世界の先行

患者は病院の診察時間にあわせて，今居る場所

する国々でもその取り組みは始まったばかりであ

から病院まで移動しなくてはならない。その際に

り，今後の発展はあくまで未知数である。しかし

利用する交通機関は，自家用車の場合もあれば，

ながら，今後の社会の変化やテクノロジーの進化

公共交通機関（鉄道，バスなど）であったりするが，

による新しい交通手段の出現などを考えると，公
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共交通のサービスそのものも変化するであろうし，
その変化に備えて多くの国々で MaaS の取り組み
が試行されていると考える。そこでこれまでの考
察から，重要な点を以下の通りまとめたい。

（1）業種を問わない幅広い連携

（3）パイロットサービスの繰り返しと競争に
よるサービスレベルの向上
例えば，前章で紹介した病院の予約と交通の検
索を連携させるケースの場合，利用者ニーズは，
自らが患者の場合とお見舞い者の場合で異なり，

テクノロジーの進化がもたらす「新しいサービ

導入されたサービスで利用者にどのように受け入

ス」は，これまでのいわば業界常識の範疇をこえ

れられ，利用されるかやってみなければ分からな

た発想からもたらされることも多く，そのため成

い。そのため，多くの取り組みで，期間限定のパ

功を続ける企業や事業者にとって，常に自らのア

イロットサービスの形式が採用されている。また，

ンテナを高くし情報の収集に努める必要がある。

パイロットサービスであれば，短い期間に多くの

今回の Mobility-X のケースでは，戦略的パート

事業者による参入も可能となり，事業者間のサー

ナーシップ戦略をとり，さまざまな業種の企業と

ビス競争が生まれるであろうし，その結果，より

連携して，新しいサービスを模索している実態が

よいサービスレベルへ統合されていくのではない

あった。新しいサービスに対する取り組みである

だろうか。数多くの試行とさまざまな事業者に

以上，今までの成功体験や業界の枠組みなどを立

とっての低い参入障壁が求められるのであろう。

ち返って見直すとともに，新たな視点で推進体制
を構築していくことが大切であろう。

（2）データオープン化を目指した合意形成

（4）MaaS の実現に向けた公的機関と
交通事業者の役割
これまでも日本の鉄道会社では列車とバスや

Sochor ら（2017）は，MaaS についてサービス

フェリー，さらには食事券などがセットになった

の統合レベルに応じ，統合なしの「レベル０」か

「きっぷ」や，異なる鉄道会社を跨いで利用でき

ら，社会全体の目標と統合された「レベル４」ま

る「１枚のきっぷ」など，さまざまな形で「サー

で５段階あるとする５）。そのうち，レベル３以上

ビスの統合」は行われてきた。ただし，これらは

から「複数サービスの統合」のステージとなるた

既存の「輸送」をサービスで補完する意味の統合

め，従来の交通事業者にとってみれば，どのよう

で，自社の輸送そのものを「サービス」として変

にして自社のビジネスを守っていくのかがポイン

えるまでではなかった。テクノロジーの進化は，

トになるとする。シンガポールでは「スマート

これまでできなかったことができるようになるこ

ネーション」の取り組みにより，交通に関する主

とであり，そこには新しい可能性がもたらされる

要なデータがすべてオープンになり，それを活用

ことでもある。例えば，利用者の詳細な出発地，

したスマホのアプリは 2016 年時点でも 40 以上あ

目的地の情報とその時間帯情報を，交通事業者が

り，さらに e- スクーターなど新しいサービスが

得られるようになるとすれば，運行ダイヤも利用

登場してきた今となっては，数えきれないほどの

者ニーズに柔軟に合わせることが可能になるだろ

モビリティの予約アプリが提供されている。オー

うし，定時運行がもっともよいサービスというこ

プン化による効果の一方で，それを進めるにあ

れまでの概念すら見直すことも求められるだろう。

たっては，それまで事業者が持っていたデータの

テクノロジーの進化を融合させ，従来の概念を超

うち，どこまでオープンにするのか，その要件や

える全く新しい「サービスとしての輸送」の実現

関係者間の合意形成がますます重要になってくる

に向けた新しい官民一体となった取り組みを期待

と考える。

したい。

５）レベル０：統合なし，レベル１：情報の統合，レベル２：予約支払いの統合，レベル３：提供するサービ
スの統合，レベル４：社会全体目標の統合の５段階とした。
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