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１．２０２０年度活動の⽅向性



2019年度の政府・他自治体の動き 2

z 政府全体でスマートモビリティ／スマートシティの取組が進展

z 都市OS等のデータ基盤に関してアーキテクチャーが策定

z 他自治体ではシェアオフィスの活用を通じて企業集積を推進

政府の動向 データ基盤 企業集積

出典：
https://weworkjpn
.com/column/even
t_report/eventrep
ort6/

都内ｼｪｱｵﾌｨｽには約20自治体が入居し、
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝや企業誘致を実施

設立：2019年4月
省庁：経産省、国交省
会員：企業、地方公共団体ほか
活動：会員間の情報共有、成果共有、課

題抽出、地域・事業者マッチング等

2020年3月18日公表
スマートシティの推進に必要な構成要素
を示すとともに、都市OSにおいて必要最
低限のデータや認証等のやり取りルー
ルを定めることでサービスやデータの効
率的な流通を図ることを目指す。

2020年3月19日公表
MaaSに関連するデータの連携が円滑に
行われることを目的として、関係者が
データ連携を行うにあたって参照すべき
事項を整理したガイドライン。

出典：
https://awae.co.j
p/column/4597/

自治体×企業イベントの事例設立：2019年10月
省庁：内閣府、総務省、経産省、国交省
会員：企業、大学、地方公共団体ほか
活動：事業支援、分科会の開催、マッチ

ング支援、普及促進活動等の実
施により、スマートシティの取組を
支援



2019年度のスカモビの実績 3

z 経産・国交省の支援事業に選定されるなど政府の取組と連携

z 都市ＯＳ等のデータ基盤について、東大 越塚先生の下で検討に着手

z スカモビチャレンジ・ネットワークを通じて企業集積を図る体制を構築

2019年11月19日
ｽﾏｰﾄﾓﾋﾞﾘﾃｨﾁｬﾚﾝｼﾞ地域ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ＠前橋

出典：スマートモビリティチャレンジ地域シンポジウムホームページ
https://www.mobilitychallenge.go.jp/symposium/region-20191119

ＡＩ運行バス
→経産省パイロット地域分析事業に選定

※東京大学・越塚教授ご提供資料を元に作成

政府との連携 データ基盤 企業集積

2019年11月21日 プロジェクト推進部会
（第二回会合）
・政府における都市ＯＳ（データ基盤）に
関する検討状況について情報提供頂く
・データ利活用には、ステークホルダー
間での議論が重要とのご示唆を賜る

2019年８月28日 ヨコスカ×スマートモビ
リティ・チャレンジシンポジウム
・スカモビの検討状況、支援プロジェクト
の紹介などを行った
・約４００名に参加頂くとともに、１６１社
から参加希望を頂く



2019年度の大きな変化（新型コロナウィルスの影響） 4

z 新型コロナウイルスによって、公共交通・モビリティの在り方は大きく変化

（交通利用者の減少、個配の増加、テレワーク等ICT利活用の推進）

z これらの変化は一過性のものではなく、定常的に残り続ける

交通利用者減 個配の増加 ＩＣＴ利活用

航空（国際）※１ 約９５％↓

航空（国内）※１ 約７２％↓

大手民鉄※２ 約５８％↓

乗合バス※２ 約５２％↓

タクシー※２ 約６９％↓
※１ 便数 ※２ 輸送人員

出展 国交省「新型コロナウイルス感染症に伴う関係業
界への影響について」（令和２年５月31日時点まとめ）
https://www.mlit.go.jp/kikikanri/content/001348389.pdf

出展 ロックウェーブ「【データで見る】新型コロナウイルス
感染拡大がECサイトの注文件数へ与えた影響」
https://www.aiship.jp/knowhow/archives/32133

宅急便 約２０％↑

うちネコポス 約５４％↑

出展 ヤマトＨＤ「2020年５月小口貨物取扱実績」
https://www.yamato-
hd.co.jp/investors/financials/monthlydata/

４月後半は倍増（前年比）

ＥＣサイト（aishipR）の注文件数の推移

出展 総務省「ネットワーク中立性に関するワーキンググ
ループ」（第1回）配布資料を基に作成
https://www.soumu.go.jp/main_content/000692609.pdf

平日昼間 土日昼間

ＮＴＴ東 最大+３３％ 最大+３％

ＮＴＴ西 最大+１７％ 最大+２％

ＯＣＮ 最大+２４％ 最大+７％

（2/25週を100とした通信量の比率）

昼間通信量の推移（OCN）



2019年度活動の総括と課題 5

【課題②】 実装に向けて他地域に対しても汎用的に活用できるものでないといけない

【課題③】 With/Afterコロナを念頭に置いたモビリティの在り方を模索する必要

【課題①】 プロジェクトの具体化に伴い、オープンな議論が困難になる

－政府の「データ基盤」の議論を踏まえ、国の施策等の一層の連携・活用を図る

－プロジェクト間の連携を推進し、「まちづくり」ビジョンの具体化を図る

－社会実装に向けて、プロジェクトや現場に一層寄り添う必要性がある

－プロジェクトの議論は「オープン＆クローズ」を意識して戦略的に実施すべき

－新たな生活様式をデータ等を駆使して可視化、今後のモビリティの在り方を検討

z 実証実験（フェーズ１）から社会実装（フェーズ２）に移行しつつある

z 「オープン＆クローズ」、「汎用化（データ基盤）」、「With/Afterコロナ」が重要



2020年度の活動の⽅向性（まとめ）

2018～2019年度の成果

◇超国プロ級の推進体制（推進協議会）を構築し、スカモビの基本コンセプトを策定
z 推進体制・ビジョンは、他市の追随を許さないくらい強固なものを構築していると自負

◇連携協定などに基づき、市内で複数の先進的な実証実験を実施
z 横須賀市、京浜急行電鉄、NTTドコモの３者連携協定をはじめ、企業との連携を推進
z 政府等の支援を受けながら、市内で７つの実証プロジェクトを実施

2020年度の方向性

スカモビ 「社会実装（フェーズ２）」 に向けて

◇「オープン＆クローズ戦略」を意識した戦略的検討
z 企業等とのネットワーキング（＝オープン）、実装に向けた検討（＝クローズ）など、会議の
メリハリをつけるとともに、クローズな環境（有識者＋事務局など）で戦略を具体化

◇「汎用化」を見据えた「データ基盤」に関する検討の具体化
z 経産省・国交省をはじめスマートモビリティ（スマートシティ）政策をより積極的に活用
z 内閣府のリファレンスアーキテクチャーを踏まえたプロジェクト間連携を推進

◇「With/Afterコロナ」を見据えたモビリティの在り方の模索
z 新たな生活様式をデータ等を駆使して可視化、プロジェクト支援などに反映
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２．２０２０年度活動計画・体制（案）



2020年度活動計画のポイント 8



2020年度のスカモビ検討体制（案）

【会長】 中村 文彦 横浜国立大学 副学長 【役割】 スカモビの戦略・ビジョンに関する協議 等

【ポイント】 プロジェクト報告時には、実施主体や関係自治会長様などにも参画頂き、現場の声を聞く

随時、MaaS分野の外部有識者（例：JCoMaaSなど）もアドバイザとして参画頂く

ヨコスカ×スマートモビリティ推進協議会（半年に１回）

【メンター】 有吉 亮 横浜国立大学 特任准教授

【役割】 （ニーズオリエンテッドな）新規実証プロジェクトの創出、企業等とのネットワーキング

【活動】 ＡＮＤＯＮ品川を拠点とした各種イベント（既存ＰＪとのミートアップ、アイデアソン等）の企画・運営

スカモビチャレンジ・ネットワーク（２カ月に１回）

×

【役割】 ベンチャー等の企業に実際に横須賀の課題等を体験してもらい、アイデア発掘＋アイデアソンを実施

（新設）横須賀アイデア発掘ツアー（年に１回程度）

【主査】 越塚 登 東京大学大学院 情報学環 教授 【副主査】 梶田 佳孝 東海大学 土木工学科 教授

【役割】 スカモビの戦略・ビジョン案の検討（プロジェクトの企画・連携、地域との連携、イベントの企画など）

【ポイント】 宣言に対応したビジョンを具体化し、既存ＰＪやチャレンジＮＷ等との連携・支援方策を具体化

プロジェクトＡ
－地元調整等への協力
－役所への規制緩和要望

プロジェクトＢ
－実証企画立案への協力
－データ基盤に関する検討

プロジェクトＣ
－実証企画立案への協力
－費用負担に関する検討

プロジェクトマネージャー：創業・新産業支援課

※ＰＪ毎に協議会を設置するイメージ
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（新設）プロジェクト社会展開ＴＦ（随時）



2020年度のスカモビ検討体制（案）
～プロジェクト社会展開推進TF 構成員（案）～

所属・役職 氏名

主査 東京大学大学院 情報学環 教授
（内閣府ＳＩＰ ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ･ＡＩを活用したｻｲﾊﾞｰ空間基盤技術 サブＰＤ）
（国交省ＭａａＳ関連データ検討会 座長）

越塚 登

副主査 東海大学工学部土木工学科 教授・学科長 梶田 佳孝

横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 特任准教授 有吉 亮

モビリティジャーナリスト 楠田 悦子

※随時プロジェクト関係者などが参画※

＜ポイント＞

○スカモビ宣言に対応したまちづくりビジョンを具体化し、①データ連携基盤の在り方、②ＰＪの連携・
支援の在り方、③地域ニーズの発掘、④イベントの企画などを検討

○各プロジェクトの機微な情報（事業者のノウハウ等）を扱うため、議事は原則非公開とする

○機動性・効率性を重視し、構成員を有識者に限定。議事に応じて参加者を柔軟に追加する形態
（プロジェクト主体や関係省庁、実証フィールドの自治会長様などを想定）

○横須賀市創業・新産業支援課がプロジェクトマネージャーとして各ＰＪの進捗管理などを行う

構成員等 ※主査を除き五十音順

オブザーバー：なし
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2020年度のスカモビ検討体制（案）
～プロジェクト社会展開推進TF 活動⽅針（案）～

社会実装ビジョン検討 プロジェクト連携・支援

ドローン配送：Ａ社と検討中

遠隔運転：Ｂ社と検討中

階段モビリティ：未検討

＜進め方のイメージ＞

zまちづくりビジョンを要素技術にブレークダウン

z要素技術ごとの検討の状況を整理

z各技術の連携の在り方（データ連携基盤）検討
や未検討領域の新規PJ創出につなげる
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プロジェクト社会展開推進ＴＦ

スカモビチャレンジ・ネットワーク

データ連携基盤

①実装ビジョン化

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＡ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＢ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＣ

ＰＭ：創業・新産業支援課

②ＰＪ間連携の推進

ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ 企業 大学等

③新規ＰＪ創出

①～③を有機的に連携し、実装を目指す

遠隔医療：未検討



2020年度のスカモビ検討体制（案）
～スカモビチャレンジ・ネットワーク 活動⽅針（案）～

12

唯一のMaaS拠点 体 制

z z

https://and-on.keikyu.co.jp/

ｚ

特にベンチャーや大学等の多様なプレーヤー
との事業共創に繋げる



132020年度のスカモビ検討体制（案）
～With / Afterコロナにおけるスカモビの活動ポイントについて～

出展 日本経済新聞「密避け相乗り通勤 MaaS進化、見直される
車サービス」（２０２０年６月１８日）
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO60464510X10C20A6X11000?t
ype=my#IAAUAgAAMA

z ＷＨＯが新型コロナウィルスは新たな風土病になる可能性に言及

（With/Afterコロナに関する中長期の計画を検討しておく必要）

z 移動方法だけでなく、建物の基準（レイアウト、換気など）にも影響

z まずはデータ等を駆使して現状を可視化、モビリティの在り方を検討

「３密」の回避
（密集、密接、密閉）

通販の利用促進

交通機関の混雑回避

テレワーク等の推進

オフィスはひろびろ

厚労省「新しい生活様式」



142020年度のスカモビ検討体制（案）
～With / Afterコロナにおけるスカモビの活動ポイントについて～

通販の利用促進 交通機関の混雑回避

宅配需要の急増に対し、人手を

介さない配送ニーズが高まる中、

低速・小型の自動配送ロボット

について、遠隔監視・操作の公

道走行実証を年内、可能な限り

早期に実行します。

9

9

北米やオーストラリアを中心に事業を展開しているMaaS
オペレーターのトランジット（Transit）の事例

リアルタイムで収集されるバスの乗降情
報を基に、混雑度合いを６段階で提供

出展 日経XTREND「データ活用で感染リスクを減らせ！ Withコロナ時代のMaaS（2）」
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00282/00020/?P=2

出展 経産省「第2回 自動走行ロボットを活用した配送の実現に向けた官民協議会」
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jidosoko_robot/002.html

出展 日経産業新聞「公共交通「乗らず」移動もOK 好みに応えるMaaS」（2020年6月19日）
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60525980Y0A610C2X13000/

ウィズコロナにも対応したMaaS
を目指す。東京地下鉄が７月以
降に始める予定の「my！東京
MaaS」はその１つといえる。（略）
ウィズコロナで公共交通主体の

MaaSは、インバウンドも呼び込む
観光周遊から沿線での日常利用
に回帰し、地域密着の色が濃くな
りそうだ。



152020年度のスカモビ検討体制（案）
～With / Afterコロナにおけるスカモビの活動ポイントについて～

テレワーク等の推進 オフィスはひろびろ

出展 日経新聞「東京→九州、広がる「コロナ移住」 オフィス移転も」（2020年6月26日）
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60829430W0A620C2LX0000/

出展 自民党デジタル社会推進特別委員会「デジタル・ニッポン２０２０」（2020年6月11日）
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200257_1.pdf

内閣府が6月に公表し
た調査によると、コロ
ナの影響で地方移住
への関心が「高くなっ
た」「やや高くなった」
と答えた三大都市圏
に住む人の割合は、
20代と30代で2割に達
した。東京23区の20
代に限ると35%に達し、
西村経済再生担当相
は「東京一極集中を
大きく転換するチャン
ス」との認識を示す。

都心から約１時間で、自然豊かでゆったりとした環境の
「横須賀」という立地に追い風になるのではないか

2020年のCOVID-19で、地方の方が大都市より安全な事が確か
められた。（略）デジタライゼーションで地方にいても大都市並み
に仕事ができ、収入が得られ、楽しく幸せに暮らせるような「デジ
タル田園都市国家」になれば、感染拡大も防止でき、長時間通
勤の苦労から解放され、地方の活性化にも貢献できる。



2020年度の検討スケジュール（案） 16

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

7/20
第６回

12月頃
第７回

６月頃
第８回

８月頃
第１回

８月頃
第１回

（Webセミナー）

随時開催
（形態は柔軟に調整）

各プロジェクトのヒアリング

With/Afterコロナのモビリティの在り方

ﾃﾞｰﾀ基盤（案）検討

報告

最終
報告

１０月頃
第２回

１２月頃
第３回

２月頃
第４回

１１月頃
現地ツアー

４月頃
成果報告会

各プロジェクトの実証期間（目安）

・2019年度の活動報告
・2020年度活動計画
（案）に関する協議

・2020年度活動計画の
進捗確認（PJ報告）
・実装ビジョン（案）に
関する審議 等

・2020年度活動計画の
成果確認（PJ報告）
・データ基盤（案）に
関する審議 等

実装ﾋﾞｼﾞｮﾝ（案）検討

中間報告


