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佐久市の移動課題の解決に向けて
何に取り組むべきか?
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– 株式会社rimOnO（リモノ）代表取締役社⾧
– （兼） KPMGモビリティ研究所 アドバイザー／有限責任 あずさ監査法人 総

合研究所 顧問
– （兼）亜細亜大学都市創造学部都市創造学科 非常勤講師
– （兼）ミズショー株式会社 非常勤取締役

– 1999年に旧通商産業省（経済産業省）に入省し、自動車、IT、エレクトロニ
クス、航空機などの分野で複数の国家プロジェクトに携わる。2014年に退官
し、同年9月に超小型電気自動車のベンチャー企業、株式会社rimOnOを設立
。

– 2016年5月に布製ボディの超小型電気自動車”rimOnO Prototype 01”を発表
。現在は、MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）の推進などモビリティ
分野のイノベーション活動に従事。

自己紹介
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rimOnOの開発を通して感じた
真のオープンイノベーション
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開発パートナー

ドリームスデザイン株式会社 殿
詳細設計／プロトタイプ製作とりまとめ
http://www.dreams-design.co.jp/

三井化学株式会社 殿
化学素材についての提案・素材提供
http://jp.mitsuichem.com/

帝人フロンティア株式会社 殿
防水性の布の素材提供
http://www2.teijin-frontier.com/

ローランド株式会社 殿
rimOnO専用サウンドの製作
http://www.roland.co.jp/

パワーサプライテクノロジー株式会社 殿
バッテリーパックの製作
http://www.ps-t.co.jp/

rimOnOに賛同し、全面協力して下さった “本気の仲間” です!

2014年11月6日

2015年3月16日

2015年5月11日

2016年3月24日

2016年11月10日



熱量が高くなければ何も起きない
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イノベーション = 化学反応
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モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）
の台頭とその背景



6

モビリティ分野を変えたスマートフォンの普及

スマートフォンは2013年には6割以上の普及率となっており、
世界的にも2014年~2015年頃には多くの国で広く普及が進んでいる



インド 東南アジア

Uber

Lyft

Didi Chuxing

ライドシェア・タクシー配車が世界中で急成⾧

mytaxi

Ola Grab

中東

BlaBlaCar

Careem

南米

99

Bolt
旧taxify）

7Gojek



欧州で急速に普及した
ワンウェイカーシェアリング
• ドイツではワンウェイ型（free floating）のカーシェアリングが急速に拡大

しておりStation型を圧倒的に上回っている。料金は28～34セント／分。
Car2GoとDrivenowの大手2社（現在はShareNowに統合）と中小4社が寡占。
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世界中で急速に普及したバイクシェア

中国で急速に普及したバイクシェア 欧米の都市部で普及したバイクシェア



路線バスに代わるシェアドバンの
競争が過熱しているドイツ

• ドイツでは、シェアドバン事業（Ride-pooling shuttle）でドイツ鉄道系の
Clever Shuttle、VW系のMOIA、Daimler系ViaVanの3社の競争が熾烈化。

• Clever Shuttleは2014年に設立されたスタートアップであり、現在はドイツ
鉄道が79％のシェアを保有。MOIAは2016年12月にVWが設立した100％子
会社。ViaVanはDaimlerが米Viaと2017年に設立したJV。
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デンバー、ロサンゼルス、サンディエ
ゴ、サンノゼ、マイアミ、オーランド、
アトランタ、シカゴ、インディアナポリ
ス、ボルチモア、デトロイト、セントル
イス、ニューヨーク、シンシナティ、コ
ロンバス、ポートランド、ナッシュビル、
オースティン、ダラス、ソルトレイクシ
ティ、シアトル、ワシントンDC、カンザ
スシティ
※主要都市のみを掲載
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アメリカ発で世界中に普及しつつある
e-scooterシェアリング

• 米国系はLime、Birdの2社が大手であり、ヨーロッパやアジア太平洋・中南
米、中東へもサービス展開中。※両社とも2017年創業

• 欧州系はVoi（スウェーデン発）、Circ（ドイツ ベルリン発）、Tier（ドイツ
ベルリン発）などが台頭。 ※全て2018年創業

• エストニア発の配車サービスTaxify（現Bolt）も今年からe-scooterに参入

パリ、リヨン、マルセイユ、ボルドー、
コペンハーゲン、ウィーン、ブリュッセ
ル、アントワープ、リエージュ、プラハ、
ヘルシンキ、ベルリン、ポツダム、ハ
ンブルグ、ミュンヘン、デュッセルドル
フ、ケルン、アテネ、ブダペスト、ミラ
ノ、ローマ、ワルシャワ、オスロ、ブカ
レスト、マドリッド、マラガ、ストックホ
ルム、ヨーテボリ、チューリッヒ、ロン
ドン、リスボン
※主要都市のみを掲載

アジア太平洋

• オーストラリア：シドニー、アデ
レード、ブリスベン

• ニュージーランド：オークランド、
クライストチャーチ

• シンガポール

中南米
• メキシコ：カンクン、メキシコシティ

• ブラジル：サンパウロ、リオデジャ
ネイロ

• チリ：サンチアゴ
• コロンビア：ボゴタ

中東
• イスラエル：テルアビブ
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既存サービス 新たなモビリティサービス

タクシー
ライドシェア・タクシー配車サービス

ロボタクシー

レンタカー カーシェアリング

レンタサイクル バイクシェア

路線バス
シェアドバン

自動走行シャトル（主に実験走行）

－ e-scooterシェアリング

スマホ普及によって登場した新しいモビリティサービス



MaaS的アプローチが明確になりつつあるUber

Uber

ライドシェア
料理宅配

Uber Eats

物流

Uber Freight

自転車シェア
Jump

患者送迎

Uber Health

自動運転

Advanced
Technologies

空飛ぶタクシー

Uber Elevate
公共交通機関

Masabi、RTDとの提携

• サンフランシスコとシカゴで月額$24.99のサブスクリプションを
開始（ライドシェア割引、Uber Eats無料、Jump無料）

• Uberはクルマ、自転車、スクーター、バス、鉄道のワンストップ
として“交通のアマゾン”を目指す



LyftもMaaS的アプローチを加速

Lyft

ライドシェア

公共交通機関
（ボストン、シアトル、デンバー、

LA、シアトル、NY、ワシントンDC）

自転車シェア
Motivate
（NYやSF)

自動運転サービス

との連携

Waymo One
自動運転

Lyft Level 5

• デンバー市郊外における駅への無料送迎サービスの提供、LAメト
ロと提携して相乗りすれば公共交通を無償で利用できるサービス
の提供など、公共交通との連携を強化。



ダイムラーとBMWがモビリティサービス事業を統合

• ダイムラーグループとＢＭＷグループは、それぞれで傘下に収めてきた各種モビリティサービ
ス事業を統合し、合弁会社を設立（2019年2月22日）。新会社の本社はベルリン。

• Uber, Lyft, Limeなどのシェアリングサービス企業との熾烈な競争への対応が理由と言わ
れている。

ダイムラー
グループ

BMW
グループ

統合後

マルチモーダル・サービス moovel ReachNow ReachNow

カーシェアリング Car2Go DriveNow ShareNow

ライドシェア・配車サービス mytaxi
Clever Taxi
Kapten
Beat

FreeNow

スマートパーキング ParkNow
Parkmobile
RingGo
ParkLine

ParkNow

スマートチャージング ChargeNow ChargeNow



世界のモビリティサービスは第2フェーズに

2010年 2012年 2014年 2016年 2018年

ライドシェア

配車サービス

カーシェアリング

Uber
Lyft

mytaxi
BlaBlaCar

Grab
Didi Chuxing

Ola
Careem

Zipcar

ダイムラー Group傘下へ

2社が合弁

Avis Group傘下へ
Car2Go

DriveNow

MaaS PF MaaS Global
Qixxit

創業 再編・MaaS化

UbiGo

バイクシェア

e-scooterシェア

Verib’
Citi Bike

mobike

シェアドバン Chariot
Via

フォード傘下へ

Jump Bikes Uber
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スマホ画面の取り合いの競争でもあるMaaS

Bicycle SharingCar Sharing

Bicycle SharingCar Sharing
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モビリティサービスが
街づくりを変える
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モビリティサービスの普及で
路肩の取り合いが激化

• モビリティサービスの普及により、これまでのバス・タクシーに加えて、ラ
イドシェア、カーシェア、シェアドバン、バイクシェア、e-scooterシェアが
路肩を使用するようになり、取り合いが激化



• ドイツ・ハンブルグ市では自家用車通勤を減らすため鉄道、バス、カーシェアリング、
自転車シェアリング、タクシー配車を共通して利用できる“switchh”プログラムが提
供されている。

• 市内に43ヵ所あるSwitch Pointではカーシェア、自転車への乗り換えが可能。

（筆者撮影）

23

MaaSスポットを増やしているハンブルグ



21

自動車優先主義から歩行者優先主義の
街づくりへと転換が進む



Plaza Programで広場化を進めたNY市

• Plaza Programとは居住地の徒歩10分以内に生活の質を高める広場を作ろう
というニューヨーク市交通局（DOT)の取り組み
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/nyc-plaza-program.shtml
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ビッグデータ活用により段階的に広場化

• サディーク・カーン前交通局⾧によると、タイムズスクエアでは通行する
82％が歩行者であるにもかかわらず、道路空間は自動車が89%専有。

• 通行する車両のビッグデータを活用することで、①暫定的な広場化、②恒久
的な広場化へと段階的に進めた。



広場化への工事が進むブリュッセル市

• ブリュッセル中心部では、車道を無くして
歩道や広場に転換する大工事が進んでいる。

• ニューヨークのPlaza Programと同様、ク
ルマ→歩行者を優先する流れが確実に進ん
でいることをひしひしと感じる。
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歩行者優先の道路整備を提案する
米Street Design Guide（NACTO）



海外では新しい思想による街づくりが進む

新しい街づくり
への挑戦

新しいモビリティ
サービスの普及

都市単位での
環境負荷の低減

歩行者中心の
街づくり哲学の浸透

都市交通政策が

機能を担う

都市交通政策が
インキュベーション

機能を担う

• CO2排出ゼロ（カーボンニュートラル）、ディーゼル不正などがきっかけと
なり、都市単位で環境負荷を減らす動きが加速化

• これに新しいモビリティサービスの普及や歩行者中心の街づくり哲学の浸透
などが重なって、海外では新しい思想による街づくりが進んでいる
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モビリティ（ハードウェア）に関する
制度的課題



公道走行に課題のあるパーソナルモビリティ
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• セグウェイの国内導入:2006年国内正規販売開始
• つくば市での公道の実験の開始:2011年6月
• 「搭乗型移動支援ロボット」の規制緩和:2015年7月
• 緩和後の規制内容

– 車両規制:最高速10km/h以下、乗車定員1名、⾧さ150cm×幅70cm未満
– 搭乗者は免許が必要（普通免許、原付免許、小型特殊免許）
– 走行区間に看板設置をしたうえで、監視員の配置が必要
– セグウェイ:小型特殊自動車、ウィングレット:原付自転車

（モーター出力1kWを超えるかにより分類が異なる）



時速6kmの制限がある歩行補助車（シニアカー）
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• シニアカーは「原動機を用いる歩行補助車等」に分類（1995年
10月）

• 歩行補助車の条件
– 車両規制:最高速6km/h以下、乗車定員1名、⾧さ120cm×幅70cm×高さ

109cm未満、原動機はモーターのみ、降車時にモーター停止すること
– 搭乗者は免許不要
– 車両ではないため保険加入義務がなく、事故時の対応があいまい
– 高齢者や障碍者が「歩行補助」として使用することを前提としていること

から健常者がパーソナルモビリティとして活用できるかどうかは不明確



エリア限定のままの超小型モビリティ
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• 原付ミニカーにおいて制約要因となっていた乗車定員を2.5人（
大人2名または大人1名＋子供2名）に拡大した制度

• 超小型モビリティの条件
– 軽自動車規格の条件付き緩和制度
– 車両規制:定格出力8kW以下または総排気量125cc以下、最高速80km/h

以下、乗車定員2.5名、積載量350kg以下
– 普通免許が必要、車庫証明が必要
– 走行エリアは地方自治体が認めたエリアに限定
– 地方での観光用車両として利用がメイン（延べ普及台数300台）



自転車or二輪車or乗用車しか認められない?

自転車の世界 二輪車の世界 四輪車の世界
代表的車両 軽車両（自転車、電動アシ

スト自転車）
原動機付自転車、小型二輪、
自動二輪、大型二輪

軽自動車、乗用車、貨物車な
ど

条件 免許不要、人力が前提、乗
車定員大人1名

免許必要、ヘルメット必要 普通免許以上、衝突安全性
能、車庫証明

特殊事例 ママさん用電動アシスト自
転車（大人1名＋子ども2
名）

原付ミニカー（四輪車、普通
免許、ヘルメット不要）

トライク（三輪車、普通免許、
ヘルメット不要）

超小型モビリティ（大人2名、高
速道路走行不可、エリア限定）

規制当局における車両カテゴリーについての基本的考え方（推測含む）
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モビリティサービスに関する制度的課題
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バスとタクシーの壁

路線バス 送迎バス 貸切バス タクシー 乗合タクシー

乗員 原則11人以上 規制なし 11人以上 10人以下 10人以下

料金 上限運賃の
認可

無償または換
金困難な謝礼
に限る

事前届出 認可制（下限
は個別審査）

地域公共交通
会議で要承認

契約 複数契約 なし 一契約 一契約 ※基
本的に相乗り
不可

複数契約

停留所 固定（バス停設
置）

なし なし なし なし

ルート ルートもダイヤも
事前許可

なし 営業区域内の
み

なし 区域について
地域交通会議
で要承認

ナンバー 緑ナンバー 白ナンバー

※委託は緑ナ
ンバー

緑ナンバー 緑ナンバー 緑ナンバー

出典：国土交通省の各種資料を参考に伊藤作成



新しいモビリティサービスの
日本での導入可能性

既存サービス 新たなモビリティサービス 日本での導入可能性

タクシー
ライドシェア

タクシー配車サービス
ロボタクシー

ライドシェアは導入不可
タクシー配車サービスは導入開始

ロボタクシーはデモ走行としての実証実験のみ

レンタカー カーシェアリング 路上における乗り捨て型は導入困難
駐車場におけるカーシェアは普及

レンタサイクル バイクシェア 主要都市で導入開始

路線バス シェアドバン
自動走行シャトル

現行規制では導入困難
デモ走行としての実証実験のみ

－ e-scooterシェアリング 電動スクーターの走行が
許可されていないため導入不可
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佐久市における
新しいモビリティの可能性について



THEME : 高齢化や人口減少などによって移動手段に困る住民が増えていく
ことが確実である中、佐久発の新たな取り組みの可能性を探る

• 街中、院内施設、商業空間、家庭などでどのような移動課題を抱えている
か、どういう移動手段であれば課題解決につなげられそうか?

• rimOnOのような小型モビリティにはどのような可能性があり、佐久市で
取り組む場合にはどのような使い方がありうるか?

• 佐久のメーカーがrimOnOなどのモビリティを作る・走らせる・使うため
に協力できることは何か?

佐久市ではどのような取り組みの可能性
があるか?
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ありがとうございました!☆


