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JTBが目指す「観光型MaaS」について



MaaSとは

出典」国土交通省「日本版MaaSの実現に向けて」
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「松山・道後温泉スカイバス」事業



「大洲うかい」再生事業



「道後温泉駅前モビリティセンター」×コンパクトシティ





【箱根の視点】
海に近いこと、安全・高品質な魚介が楽しめること、体験型の観光コンテンツがあることをア
ピールしたいねらい ⇒ 高単価での宿泊商品販売、新たな魅力づくりにつながる！

箱根での取り組み

箱根宿泊と小田原早川漁港セリ市見学と朝獲れ魚介の海鮮丼
朝食プラン

●宿泊、夕食は「吉池旅館」を想定
●夕食には早川漁港から仕入れた
魚を提供

●翌朝６：００にホテルにタクシーが
お迎え、早川漁港へ

●競り市の見学とその日に水揚げ
された新鮮な魚介を使った海鮮丼
の朝食

“Catch of the Day!!”

アジの刺身などを提供



観光による様々な波及効果

宿泊

飲食

土産・買い物

娯楽 交通

雇用拡大

建設業

住民税・法人税等
税収増

原材料の供給による
農林漁業への波及

地域消費拡大地域ブランドイメージ向上

観光施設

運輸・通信

地域産品の売上増

収入増加

クリーニング業
メンテナンス業

ホテル・旅館の仕入れ増加
ホテル・旅館の設備投資

観光産業

２次波及

３次波及

１次波及

この部分だけが観光ではない！



MaaSのレベル定義と日本の現状

レベル④
Integration of policy

社会全体目標の統合
地域政策との統合、官民連携

レベル③
Integration of the service offer

提供するサービスの統合
パッケージ化、定額制、事業者内の連携など

レベル②
Integration of booking & payment

予約・支払いの統合
単一トリップ化（検索・予約・決済）

レベル①
Integration of information

情報の統合
マルチモード移動計画、運賃情報

レベル⓪
No integration

統合なし
個々の移動ごとに個別対応

•MaaSはモビリティサービスの統合や機能面から、5つの段
階にわけることができる。
•海外ではフィンランドなどすでにレべル④に近い国もあるが、
日本はレベル①に位置し、②③に挑戦している。
•ビジネスチャンスはこれからともいえる。

日本の現状

「MaaS」は、様々な定義が見られるが、国交省では、

「出発地から目的地まで、利用者にとっての最適経
路を提示するとともに、複数の交通手段やその他
のサービスを含め、一括して提供するサービス」
と定義している。

出典：２０１９/３/１４日国交省「都市と地方の新たなモビリティサー
ビス懇談会中間とりまとめより

出典：ＪＴＢ総合研究所



新たな地域交流事業の考え方

地域（行政/DMO）に対して、ポテンシャルの高い地域に正対し、
コンサルティング～デジタルマーケティング～インフラ整備～プロ
モーション～検証と一連のエリアマネジメントサイクルを通した継
続的なビジネスモデルを確立し、持続的なパートナーとなります。

地域
自治体/DMO

JTB
共同運営

今後のビジネスモデルの方向性

共同展開するエリア
マネジメント事業

対価

事業成果 評価

コンテンツ開発
流通

コンテンツ開発
流通

コンテンツ開発Area Analyzer データ分析による商品開発・販売・インフラ整備



JTBの地域交流事業の強み

地域の抱える様々な課題に対して、ツーリズムの力によって交流
人口を拡大し、地域が活性化することに取り組む事業

地域活性化への寄与

地域の
現状把握・課題抽出・

合意形成

各種データ分析に
基づく観光戦略の立案

観光コンテンツ創出
地域プロモーション

期待：旅行商品化・イベントによる創客（交流の創造）

結果・効果検証 フィードバック・改善策提言

PDCAサイクルを通じて中長期の視点で地域課題の解決を目指す



Destination Management/Marketing Organization

①
多様な事業者
の合意形成

②
デジタル・マーケテイング
（データ収集・分析）

③
事業と戦略の調整
ブランディング

観光地域づくりの一主体としての個別事業（受け入れ態勢整備、着地型旅行の造成・販売等）

＋

観光客の呼び込み（人流創出）
合意形成＋観光 ×ICTによる持続的な地域活性化

観光庁「日本版ＤＭＯとは？」より株式会社ＪＴＢ総合研究所 デジタルマーケティング室作成

新たな地域交流事業の考え方
・観光地域マーケティング・マネジメント



主な観光地・地方都市

ツーリズム・
移動サービス

データによる
分析

コンテンツ開発
流通

マーケティング

プロモーション

・データ収集
・データを見える化
・旅行者の行動予測

・着地コンテンツ開発、流通

・リアル、デジタル による各プロモーション

・効果検証による
PDCAサイクル循環

各種データ
蓄積・集積
・分析

Area Analyzer

観光マップをデジタル化
→地域内を回遊

・デジタルとリアルを
組み合わせたマーケティング

ＤＭＯ・地方自治体等

世界中から 首都圏・各地からJR/私鉄

ＪＴＢ現地観光プラン

新たな地域交流事業の考え方
具体的な連携イメージ

JapanTripNavigator

Japan Travel Bridge

キャシュレス推進・
インバウンド集客サービス



国交省 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
中間とりまとめ要点： 日本版MaaSでは、地方型に着目
国交省 MaaSデータ基盤の方向性検討開始（2019年9月19日開催）

国が示す日本MaaS
地域別モデル：5区分

・大都市型
・大都市近郊型
・地方都市型
・地方郊外・過疎地型
・観光型

地方においては、

地方都市型・観光型は、
商業ベースに乘る可能
性があるとされている
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① 券種、人数を選択し購入します。 ② バスに乗り、整理券を取ります。
バス停が近づいたら、降車ボタンを押します。

③ 交通パスの画面を乗務員に提示し、整理券を渡し
ます。乗務員が掲示するQRコードをアプリで
読み取ります。

DEMO

④ 「OK」の画面が表示されたら、乗務員に画面を
見せます。

利用できる
場合

利用できない
場合

使い方



株式会社 JTB（本社：東京都品川区、代表取締役社長：髙橋
広行／以下、JTB）は、オンデマンド・リアルタイム配車サービス「SAVS
（Smart Access Vehicle Service）（※1）」を提供する株式会
社未来シェア（本社：北海道函館市、代表取締役社長：松原 仁、
以下：未来シェア）と資本業務提携を締結しました。

これにより、未来シェアの持つ SAVS の技術を活かした「観光型
MaaS」の本格普及により、観光地や地域が抱える社会課題を解決し、
地域の活性化を目指します。

※1：SAVS：Smart Access Vehicle の略称。タクシー（デマンド型）と路線バス
（乗合い型）の長所を融合し、ルートを固定せず需要に応じて乗合車両を走行させるシ
ステムで配車指示や走行ルートの判断を人工知能（AI）によりアルタイム処理する技術。

【業務提携の背景と目的】
少子高齢化に伴い、特に地方の交通路線では、運転手不足が深刻

な社会課題となっています。一方、増加する訪日インバウンド観光客や
旅行ニーズが多様化しており、観光目的地とバス停が離れていたり、少
ない運行ダイヤに縛られ観光時間が限られてしまうという課題があります
。車も「所有から利用へ」という消費者の志向変化やサブスクリプションビ
ジネスが広がっています。これらの社会の変化や課題の解決に向けては、
シームレスな交通社会を実現するモビリティサービスプラットフォーム「
MaaS（※2）」の開発が進んでいます。

※2：MaaS（Mobility as a Service/モビリティ・アズ・ア・サービス）の略称そのよ

うな中、未来シェアは、独自の高度な運行管理のプラットフォーム「SAVS」を開発しており、
AI を活用したデマンド型の乗合いタクシーによる交通課題の解決に向けた実証を JTB と
共に、外国船が寄港する港や観光地で行っております。（長野県諏訪市、鳥取県境港
市、福島県会津若松市、静岡県静岡市にて実証済み）

また、2019 年度中には、政府方針により相乗りタクシーが解禁となることもあり、未来
シェアの持つ「SAVS」の技術が、「観光型 MaaS」を進める上では、重要となります。
「観光型 MaaS」は、駅や観光拠点からのラストワンマイルの移動の為の利用が主体と
なることから、短期間、特定エリアで宿泊予約と同時にアクセスも自由に選べるようなパッ
ケージ化や利用期間や区間に合わせた周遊パスの導入、更に交通以外の観光情報
（宿泊、体験、入場、食事等）の予約決済もつなぎ合わせることで周遊を促進します。
「観光型 MaaS」の導入により、インフラを整備することで、利用者の満足度向上と観光
消費額拡大を図り、「住んでよし、訪れてよし」の地域づくりを目指します。

2019年3月20日リリース

未来シェア（AIオンデマンド配車サービス）への出資



AIオンデマンド乗合タクシーシステム

AIを活用したオンデマンド型相乗り移動サービス：SAV（Smart Access Vehicle）システム

1. 乗車要求に即してSAVが乗車地点へ走行

2. SAV走行中に別の乗車要求が発生

3. 走行距離や乗客の予想待ち時間を考慮し、最適な乗合い配車をリアルタイムで自動計算

1. 乗車要求に対しSAVが走行 2. 異なる乗車要求が発生 3. リアルタイムにルート再計算

好きな時（時刻表管理ではない）に好きな場所（目的施設前まで）に移動できる柔軟な交通システム

→より便利な移動環境の提供により，利用者の観光地への立ち寄り、食事・土産購入など

消費拡大を目指す



未来シェアSAVS の全国展開 【実験運行地域】
※一部NTTドコモAI運行バスでの実装

福島県会津若松市

JTB連携実験

JTB連携案件

長野県上諏訪

JTB連携実験

鳥取県境港市

JTB連携実験

島根県浜田港

JTB連携実験

静岡県東静岡駅愛知県名古屋市

横浜みなとみらい

浅草ソラマチ・東京臨海副都心

群馬県太田市

熊本県荒尾市

山口県山口市

兵庫県神戸市

沖縄県石垣島

静岡県清水港

JTB連携実験

鹿児島県肝付町

北海道函館市

北海道札幌市

× JTB

社会課題 主要領域
モビリティ これまでの取り組み



デマンドタクシーサービスがクルーズ船で来訪するFIT（個人旅行客）に継続的に提供できる状態となり、地域内での周遊が促進され消費が

拡大し、満足度が高まり、リピート率が向上している。

目指す姿
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１. 実証結果

◆運行エリア：会津若松駅周辺

４km四方程度

◆実証期間：2018年3月19日(月)

～25日(日) ７日間

◆運行時間：9:00～19:00

◆車 輛 : ジャンボタクシー

最大7台 ( 8人乗り）

◆利用方法：スマートフォンアプリ

(Android , iOS)

◆乗降場所：右図の25か所

モビリティ 実証事例（会津若松市）

◆モニター
・観光客・・・協力旅館４施設のロビーで募集
・居住者・・・病院のスタッフから募集
◆メディア露出
・地方TV3局で実証模様を放送

実証概要



総括

☞魅力ある観光スポットが一か所に偏ることなく点在している会津若松市では、
柔軟にそれらの観光スポットを結ぶことが出来るＡＩ運行バスは、観光客の回
遊行動の促進・域内消費拡大が見込まれる。

モビリティ 実証事例（会津若松市）



実施したいな。。

さ対象者

実施回数

那覇港に寄港するクルーズ船の外国人乗客・乗組員100名/回程度（英語、中国語（簡体・繁体）にてサービス提供）

20●●年●月～20●●年●月の期間 ●回（利用料金2,000円/人（仮）、時間内乗り放題での提供）

那覇市内エリア（右図★分布参照）

・約5Km四方の移動を想定
・訪問先は15～20か所程度を設定（以下例）

首里城、玉陵、識名園、福州園、県立博物館・
美術館、やちむん通り、安里市場、県庁前、
国際通り商店街、波の上ビーチ、てんぶす館など

対象範囲

小型バスまたはジャンボタクシー：５台程度車両台数

検証項目
・回遊、消費の向上
・サービスの適正料金
・事前実態・希望調査（自治体，事業者，
交通事業者，他）

・相乗り移動サービスレベルの事前評価
システムの構築
※シミュレーションによる利用者数と
移動パターンから，必要な乗車人員別
車両数の試算

【事後調査】利用者：サービス満足度，利用金額，訪問個所，等のアンケート調査
交通事業者：システム導入に関するヒアリング（負担度，改善要望）

データ解析：GPS車両・利用者移動履歴分析から利用圏域拡大の把握







【八重山MaaS】



2019年11月27日 琉球新報



【丸の内自動運転実証】



日本各地でのMaaSオペレーターを目指す





（様式１） 

スマートシティ官民連携プラットフォーム 分科会実施計画書 

提案者名 株式会社 JTB 

提案テーマ名 観光型 MaaS の発展に向けて 

 

１．分科会の概要 

①  分科会の目的 
観光型 MaaSの発展に向けて地域や実施手法における課題を整理し、
解決に向けた方向性を検討する。 

② 分科会で解決した

い課題 

観光型 MaaS の発展に向けた５つのテーマ（課題） 
① 交通事業者、観光事業者間連携のあり方 
② オーバーツーリズム、訪日外国人旅行者への対応 
③ 住民向け MaaSへの展開（各種サービス連携） 
④ MaaS関連法令の解釈、対応 
⑤ データの活用、取得の手法 

③ 対象分野 

■交通・モビリティ □エネルギー □防災 □インフラ維持管理 
■観光・地域活性化 □健康・医療 □環境 □農林水産業 
□都市計画・整備  □物流    □セキュリティ・見守り 
□その他（            ） 

④ 分科会のもとで行

う具体的活動等 

上記「観光型 MaaSの発展に向けた５つのテーマ」に関する分科会を
年度内に２回実施する 

 
活動１： 

 

実施内容（予定）：国内外の観光型 MaaSに関する動向と国の政策、
地域における顕在課題の共有（インプットとディスカッション）。 
 
年度内の実施回数、実施頻度（予定）：１回、2020年 1月下旬開催 
 
実施場所（予定）：東京 

 
活動２： 

 

実施内容：各地での取組み事例紹介と課題解決に向けた方向性の検
討（フィールドワークを含む） 
 
年度内の実施回数、実施頻度（予定）：1回、2020年 3 月上旬開催 
 
実施場所（予定）：那覇 

⑤ 期待される成果 

 （アウトプット） 

分科会での議論内容も踏まえてテーマ毎に整理した課題に対して
解決策の方向性を導き出す。 

⑥ 資金・物資計画 開催地会場費（提案者負担）、旅費（参加者各自負担）、その他 

 

２．実施スケジュール ※フォーマットは自由 
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３．その他特記事項 

その他特記事項 
想定している参加者は、交通事業者、自治体、DMO、学識者、旅行会
社等。 

 

４．連絡窓口 

団体名 株式会社ＪＴＢ総合研究所 

部署 地域戦略部 産官学連携室 

担当者名 松本 博樹、郭 玲玲  

電話番号 03-6722-0414 

メールアドレス matsumoto@tourism.jp (松本) 
kaku@tourism.jp （郭） 

 

成果報告書の提出（3 月） 

活動①  (1 月下旬頃開催予定) 

活動②  (3 月上旬頃開催予定) 


