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日本版 MaaS（Mobility as a Service)モデルの
システムアーキテクチャの検討
日高洋祐†1
概要：MaaS（Mobility as a Service）は多様な公共交通機関の連携を意味し,自家用車保有率の減少などの効果のために
実施されている.MaaS の社会実装は,移動行動を変換させることにより利用者利便性向上や事業者や都市政策などに
便益を与える可能性がある.本稿においては,公共交通機関のシステムの特長と MaaS モデル実現にむけたシステムア
ーキテクチャの検討を行う.
キーワード：Public Transportation, Mobility as a Service, eco system

A study on system architecture for realization of MaaS (Mobility as a
Service) in Japan
YOSUKE HIDAKA†1
Abstract: MaaS (Mobility as a Service) is a concept that means cooperation of public transportation and various mobility services,
conversion from possession of own car to use, etc. Implementation of the MaaS model gives users convenience and gives benefits
to business operators and urban transportation through behavior change of users. In this paper, we analyze the characteristics of
public transportation system and its information system in Japan and consider system collaboration to realize MaaS model.
Keywords: Public Transportation, Mobility as a Service, eco system

1. 研究の背景
日本国内の公共交通機関は,戦後の復興にあわせて
路線の整備やサービスの向上が図られ日本経済の発
展に寄与してきた.発展過程において,国有の鉄道事
業者やバス事業者の赤字問題が浮上し,その対策とし
て民営化・分割化が図られた.算出方法にもよるが,資
本関係のみで分類すれば鉄道事業者で約200超,バス
事業者で約800超,タクシー事業者で約15000超存在し
おり,世界的に見てもその数は多い.公営から民間事
業への転換により市場原理・競争原理によって経営
体質が改善され,また利用者サービスも向上するケー
スが見られた.しかしながら,障子高齢化に伴う利用
率の減少による減便や廃線の問題や,都市の混雑解消
などのために異なるモード間での連携が求められて
いる.一方で,海外では公共交通サービス再編として,
公共交通＋ライドシェアを含めて移動サービスを最
適化するMobility as a Serviceという概念が生まれてい
る.基本的には,スマートフォンを媒体として,あらゆ
る交通サービスを統合し,それらを利用者にあわせて
パーソナライズすることにより移動の利便性および
事業効率性・都市交通の最適化を図るものである.日
本国内においても前述の課題解決のために導入が期
待されるが,分割した状態で高度に発展してきた交通
情報システムの観点からはMaaS社会実装に向けた課
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題の解決が必要であり,本研究では情報システムの連
携に着目し課題解決に向けた調査分析および社会実
験・提案を行った.
1.1 先行研究

MaaSの始まりはフィンランドの技術庁と運輸通信
省が助成し,世界で初めてとなるモビリティサービス
のオープンイノベーションプラットフォームの開発
のためにつくられたプロジェクトであり,それら
は”Revolutionizing personal mobility by offering mobility
as one full service”という論文に端を発している (参考
文献1).それは特定のユーザーグループのニーズを理
解し,それらに適切なDoorToDoorのサービスを作成
することを行っていた.一般公開としては2013年から
2015年まで,ヘルシンキで「Kutsuplus」と呼ばれる
MaaSの実験が行われた（参考文献2）.本社会実験は,
事業採算性のため計画がストップした経緯があり,そ
の原因の一つが実際に機能するようなライドシェア
のマネタイズを大規模に行う必要,二つ目が,膨大な
公的コストであると分析される（参考文献3）.その
後 ,ITSFinland の 理 事 で も あ っ た Sampo 氏 ら に よ り
MaaSGlobal社がWhimという公共交通＋タクシーを
含めた統合交通サービスアプリを2016年度より提供
しており,自家用車保有率の減少などに寄与している
( 参 考 文 献 4). 並 行 し て イ ギ リ ス な ど や 諸 外 国 で も
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MaaSについてのロードマップや研究が盛んにおこな
われている（参考文献5,6）.

1.2 筆者らによる日本版 MaaS モデルの提案

フィンランドにおいては,自家用車保有率の減少
を指標として進められたMaaSであるが,公共交通事
業の成り立ちの違いや既に高度に発展した自動車産
業や公共交通事業を加味して,以下の概念から日本版
のMaaSサービスの意義を提唱する.
①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
②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
③現状では,利用者が多くの交通サービスに対して個
別に検索・予約・支払いをする必要がある
④(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
⑤MaaS（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

図 2.日本版 MaaS ロードマップ

2. 日本国内における公共交通情報システムの
状況
前述のように日本国内では公共交通事業がそれぞ
れの分割し,事業者単位で経営を行うことから,その
情報システムに関しても基本的には独自で開発がな
される.以下,情報システムの分類ごとに状況とその
統合システムの有無・スキームについて述べる.統合
スキームとしては,仲介システムや仲介事業者を介し
て変換して統一されるケース「仲介」と,出力部分で
仕様を一致させる「標準化」の2種類で整理する.なお,
本状況としては大手事業者へのヒアリングや事例か
ら2017年8月に調査したもので,一部事業者によって
は本結果に沿わないケースや現在は異なる状況とな
っている可能性がある.
表 1.日本国内における案内情報システムの状況

図 1.MaaS 概念イメージ
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また,MaaSについては利用者の利便性確保に留ま
らず,情報提供を基盤としてその先に予決済の一元化
をステップとして,事業者→都市や他事業への貢献が
期待されることから図2のようなロードマップを提
案する.本ステップは,参考文献7より筆者らが元から
連携関係にある海外に比べて日本国内では事業者間
連携にもメリットがあると判断し,改変を加えたもの
である.本方針は,あくまで仮説であるが,今後はこの
レベルを研究の目標値として設定していく.
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表１では,事業者から出力されるデータについて記
載したが,それらの情報を活用し更に利便性の高いデ
ータや情報コンテンツを生み出されているので分類
し紹介する.
2.1 経路検索サービス

利用者の出発地と目的地を指定すると,最短・最安
の経路が表示される.基本計画された時刻表をベース
とし,列車の遅れには対応していない.一部運行情報
を組み込んで見合わせ区間を除外検索するサービス
も提供されている.
ソースデータ：時刻表,運行情報
API提供事例：あり
2.2 運行情報配信サービス

各社の運行情報（正常運行,遅れあり,運行見合わ
せ）を一覧で表示すると共に,スマートフォン向けに
プッシュ配信などを行う.現状,鉄道路線のみであり
バス路線については未整備路線が多い.
ソースデータ：運行情報
API提供事例：あり
2.3 リアルタイム位置情報提供サービス

個別の列車やバスの位置情報を提供する.どの区間
にいるか,遅れた時分などをスマートフォンなどに提
供する.
ソースデータ：位置情報
API提供事例：一部あり
2.4 リアルタイム混雑情報サービス

個別の列車やバスの混雑情報を提供する.まだそれ
ほど普及していないが,2014年頃からサービスが開始
された事例がある
ソースデータ：混雑情報
API提供事例：なし
2.5 混雑予測サービス

各種データから指定した車両や路線の混雑度を予
測する.交通流予測からのアプローチと,リアルタイ
ムデータのログデータ活用と様々な方式が混在する.
ソースデータ：交通調査結果,リアルタイムログデ
ータ,外部データ等
API提供事例：なし
2.6 指定席一括比較・予約サービス

複数事業者の指定席の状況比較や予約を可能とす
る.主に航空およびフェリー,長距離バスなどで行わ
れている.
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以上から,日本国内では様々な情報配信がなされて
いるが,事業者ごとに独自開発することで変換や仲介
が必要であり,また統合したサービスは交通事業者以
外が行うケースが多い.今後MaaSモデルを構築する
上ではより交通事業者間での連携と共に,交通事業者
以外の企業との効率的な連携スキームの構築が必要
である.

3. 公共交通情報連携へのこれまでの取組
筆者らは,公共交通事業者の壁を越えた連携につい
て2013年より取り組んでおり,2013年と2015年の二回
で複数事業者の協力を得て,リアルタイムなデータを
統合して,以下の目的を設定し実験的に統合アプリケ
ーションの開発・社会実験を行った.
・統合サービスの有効性評価
・統合時のシステムの課題抽出
3.1 2013 年度千葉県柏市における実証実験について

Intelligent
Transportation
Systems
World
Conference2013が日本の東京で開催されたことにあ
わせて,千葉県柏市をフィールドとして公共交通の情
報連携の社会実験を行った.柏駅という中規模なター
ミナル駅に乗り入れる,鉄道事業者2社とバス事業者2
社,東京大学と柏市役所交通政策課が連携してスマー
トフォンアプリの提供と大規模な利用者評価を行っ
た.3か月間サービス運用し,4000人に利用してもらい
評価を行った.サービスとしては80％以上が連携の必
要性について言及し,また特に大雨など公共交通機関
のダイヤ乱れ時にアクセスログが増加するなどのサ
ービスの特徴を検出することができた.
3.2 2015 年度東京圏における実証実験について

より大きな規模で東京駅という大規模ターミナル
駅と武蔵小金井駅というベッドタウンの駅をフィー
ルドとして実証実験を行った.鉄道事業者3社,バス事
業者7社,東京大学,行政機関などが連携して有効性の
評価と課題抽出を行った.約30000人に利用してもら
い4000名近い評価結果を得た.本連携サービスについ
ては95％以上の利用意向を確認し,特に日本国内での
公共交通の連携に対して利用者視点でも高いニーズ
があることを確認した.
3.3 オープンデータの取組

2013年度より上記検証とあわせて日本国内におけ
るオープンデータの研究会などにデータを提供し検
討を行った.データを取りまとめる主体のシステム会
社などと連携し,各事業者間のデータの齟齬や運用に
ついて検討を実施した.
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表 4.データ統合時の課題と対応方法について

3.4 実証実験等から得られた課題と分析

各種データにおいて標準化がなされておらず,連携
スキームの整理されていないことから,様々なサービ
ス上での課題が発生し,対応を求められた.それらの
経験と現在の情報システム群を分析すると以下の課
題が得られた.現在,日本国内でも官民オープンデー
タの取組が行われ,ベストエフォートで出せるデータ
を提供するということがある.システム運用がなさ
れ,信頼性を担保するものをメインシステム,システ
ム運用のレベルは低く信頼性が担保されないものを
サブシステムと定義すると,現状決済系システムは必
要とされる厳密性よりメインシステム出力とメイン
システム扱いの統合サービス化がなされているが,情
報提供サービスについてはサブシステムによる提供
ないし,統合システムとしてはサブシステム運用とな
る④の状況で最も課題が多い.
表 3.

開発時

事象

類型

対応方法

データ仕

スキーマ

変換テー

様定義の違

ブルの作成

い
データの

スキーマ

常時欠損

上許容する
データ出
力部分の追
加開発

データの

スキーマ

統合シス

相違

開 発 終
了・運用時

データの
一次欠損

インスタ
ンス

メイン

メイン

なし

類型②

メイン

サブ

統合部分
の変換

メイン

出力部分
の管理

類型④

サブ

サブ

多くの課
題が発生す
る

開発時
・データ仕様定義の違い
・データの常時欠損
・データのIDや名称の相違
開発終了・運用後
・データの一次的な欠損
・データのIDや名称の変更に伴う相違
・データ仕様の変更
データ統合時の課題については以下2つの累計に
大別する.
・インスタンスレベル：逐次的な課題
・スキーマレベル：仕様としての課題
以下,表４にまとめる.
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上許容する

ラートによ
る対応

類型①

サブ

サービス

エラーア

課題

テム（出力） テム

類型③

変換テー
ブルの作成

IDや名称の

メインシステムとサブシステムの分類
個別シス

サービス

データの

スキーマ

変換テー
ブルの管理

IDや名称の
変更に伴い
違い
データ仕
様の変更

スキーマ

変換テー
ブルの管理
データ出
力部分の追
加開発

これらシステムアーキテクチャの事業的な評価か
ら分析すると,統合システムをメインシステムとして
構築し,その出力システムのメインシステムと出来な
い状況がある.例として,個別事業者のメインシステ
ムは既に構築され,その仕様に代えがたい要件がある
場合には,別のシステムとの連携の目的のために既存
システムを改修するモチベーションは発生し得ない.
また日本国内で公共交通全体を統合するようなシス
テムを構築する際に,そのシステムの成立過程にもよ
るが,統合システム：メイン,出力システム：メインと
ならない可能性もある.以上より,日本版MaaSモデル
の実現のためには,統合システムないし出力システム
がサブシステム運用であることを前提として,持続可
能かつより高度な公共交通連携効果を目指すために
はその拡張性や高度化も含めてシステムアーキテク
チャの理論構築およびそれらをロードマップに含め
て,ステークホルダー間で共有・実現していく必要が
ある.
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3.5 システムアーキテクチャ先行研究事例

データマネジメントに関する先行研究としては以
下を参照した.

スマートシティ向け IT 基盤における異種システム連
携機能 情報処理学会デジタルプラクティス

Vol.2018-ITS-72 No.10
2018/3/9

築するのではなく,既存の小さなシステムが連携し実
現することから「共創」に最も適する概念であること
から筆者は「共創型自律分散システム」と名付けて本
システムについて説明する.

Vo05No3(2014.7)
スマートシティ基盤の電力分野において社会イン
フラの供給側と需要側のシステム・機器・アプリを相
互連携するための基盤について論じられている.特に
DB間の値でなく,システム変更や仕様変更に伴うDB
間の連携不能を解消する.各々のデータモデルにおけ
るデータクラス・属性間のマッピング,および値・単
位等の変換により,共通的に活用できる変換フレーム
ワーク構造を定義している.データ項目ごとにデータ
同期ジョブを登録し,ジョブとしてデータ同期のため
の処理とすることで,異なるシステムのDB間でのデ
ータコピー,同期における更新タイミングの違いを意
識させない.

異種データの利活用と行政システム間の情報連携を
促進する共通語彙基盤
用語の表記や構造および意味,表記の制限などを語
彙データとして整理し,データ形式を共通化するため
のデータベースや各種APIを備えた共通語彙基盤.デ
ータフォーマットに依存しない論理形式で整備され
た語彙データを,利用者やその用途に応じて使い易い
フォーマットで格納,提供する.
Date Cleaning: Problem and Current Approaches
(E.Rahm and H. Hai Do,2000,Data Engineering)
Semantic Conflict Resolution Ontology(SCROL):An
ontology for Detecting and resolving Date and ChemaLevel Semantic Conflicts (S.Ram nd J.Park,IEEE)
データの矛盾については,「単一データソース」
「複
数データソース」および「それぞれでスキーマレベル,
インスタンスレベルに分類するとされている.

4. システムアーキテクチャ,エージェントシス
テムの検討
事業者間の統一した標準化が困難であり,サブシス
テムの集合体としてシステム間のリレーション管理
によって高度なMaaSシステムを構築し,メインシス
テムと同等の信頼性を有するためにいくつかの課題
を解決するロジックが必要となる.基本的に各サーバ
やシステムに外部エージェントからの応答機能を有
する.この機能により分散したシステムをそれぞれ自
律的に制御する.このことは一つの巨大システムを構
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図 3.システムアーキテクチャの検討

提案する5つの機能について解説する.
4.1 マスターデータ管理

マスターデータ管理機能は各データサーバおよび
アプリケーションサーバのデータベースのカラムや,
データ仕様書レベルの定義などに対して外部エージ
ェントからリクエストし,データ取得・差分管理を行
う.特に,更新頻度の異なるデータ群における差分や
修正間違いなどを対象とする.例として,鉄道系デー
タでは事業者から最新のデータが反映する新しい駅
名が,独自調査で整備される地図系データでは反映タ
イミングがずれるケースなどが想定される.また,同
様にリアルタイムデータの駅名や区間名は常に最新
になるので,更新頻度が定められた地図系データ（日
本国内では月1度ないし年に1度の箇所も存在する）
との齟齬が事象として多く発生している.
4.2 リアルタイムデータの伝搬遅延管理

列車や車両のリアルタイムデータについては,実際
の走行位置に比べて遅れが発生する.またサーバを経
由すればその分誤差の大きさは拡大する.そのため,
伝搬遅延を含めてデータの整合性確認のためにデー
タ生成時刻と表示側にまでデータが送信されるまで
の時刻の管理を行う必要がある.特に別の系統からく
るデータを組み合わせてサービス化する際にはこの
概念がないとサービスとして成立されにくく,また統
計分析や予測情報のソースデータとして用いる際に
も重要な要素となる.
4.3 サービス運用時のアラート共有

基本出力システムや連携先のシステムにおいてサ
ーバ不具合のアラート管理はなされている.しかしな
がら,そのレベルによっては連携先に共有されないま
ま運用がなされるケースもありえ,特に出力システム
も統合システムもサブシステム前提となるとその傾
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向は顕著であり,各交通事業者も統合事業者も利用者
も誰も気づかないまま誤ったデータが配信され続け
る状況となる.この課題に対して,上流からアラート
状態をデータの送信共に配信する方法ないし外部エ
ージェントにおいて各アラートを一括管理する方策
を検討した.サーバ不具合時にはデータ接続がなされ
ないケースもあるが,例として①→②→③のサーバで
③サーバが①サーバの不具合に気づけるかという課
題がある.現状の想定としては特にリアルタイムデー
タの必要とされる信頼性設計にもよるが,ワーニング
情報は軽微なものでもサービス提供者にとっては重
要であるケースもあるためデータ送信経路にいれ,ワ
ーニングも含めてcriticalレベルであれば外部エージ
ェントで取得し,運用体制を取ることを想定してい
る.
4.4 統計分析時のクレンジング手法の確立（アラートと
の連携）

本稿においては,過去ログデータおよびリアルタイ
ムデータの活用による予測システムについては言及
していないが,一般的に統計分析を行う際にエラー時
のデータはクレンジングして予測精度に影響を与え
ないようにする必要がある.複数のデータを基に予測
するケースにおいては,それらを全量データで予測エ
ンジンに投入することが一般的であるが,そこに上記
アラート状況やマスターデータ相違による間違いの
期間やデータ群を定義することで分析データのクレ
ンジングを行う機能を有する.本システムは外部エー
ジェント内部のデータを活用して統合分析基盤に反
映していくスキームを想定している.
4.5 予測情報の信頼度測定の確立

公共交通機関における情報提供としては,現状どう
なっているかよりも将来どうなるのかという判断可
能な情報が重要となる.そのため予測システムの構築
はMaaSモデルにとって重要であり,特にイベント開
催時や輸送障害時,大規模な避難時などに公共交通も
利用する際など動的な需要予測が重要となる.スマー
トシティ観点やライドシェアのサービス需給におい
ても利用を予測するモデルの信頼度は重要となる.そ
のため,上記クレンジング作業における予測精度を向
上させることとともに,外部エージェントによる予測
データと実績データの突き合わせにより,その予測シ
ステムの精度を判定するロジックが重要となる.この
ことでその予測システムを用いる利用者にとって利
便性向上が図られ,またサービス提供者は,その信頼
度や精度元に需給バランスを検討することが可能と
なる.
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図 4.データマネジメントの提案

5. 結論
本稿においては,海外におけるMaaSのサービス概
要を紹介し,第一章において現状の日本国内における
公共交通事業者およびそれらの情報システムの状況
について統合が難しい状況述べた.また二,三章にお
いて公共交通連携の実証実験やその結果分析を通じ
てMaaSモデルの中でのレベル１である案内情報連携
を構築し運用可能とする際の課題および分析を行っ
た.第四章においてはそれらの課題を解決するシステ
ムアーキテクチャの考え方を示した.実証実験を経
て,それらのサービス実装の課題については分析でき
ているが,それらの解決方法については提案にとどま
っている.今後それらのシステムの有用性を評価
し,MaaS社会実装に寄与していければと考える.
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