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　本稿を執筆する少し前の2018年5月4日、ユネス
コ世界遺産委員会の諮問機関（イコモス）が「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について世
界遺産登録を勧告した１）２）。正式には、その後の
本委員会での決定となるが（注：2018年7月正式登
録）、2007年1月の暫定リスト登録以降、長崎県や
関係市町では一体となって本登録への活動を行って
きた成果がやっと実を結ぶこととなる。長崎県にお
いては、「明治日本の産業革命遺産」に続く2つ目
の世界遺産となるが３）、元々同県では、上記キリシ

タン関連遺産を先に候補として推進してきた。
　「長崎EV&ITSプロジェクト」は、長崎県五島列
島地域において、EV（電気自動車）とITS（高度
交通システム）の導入と、その連携統合によるモデ
ル構築と実用化を行い、離島地域に新たな産業と雇
用を創出し、地域活性化を行うことを目指して進め
られた。同じ離島地域である対馬や壱岐に対し、同
プロジェクトが、なぜ五島列島で行われたかについ
ては、いくつかの理由があるが、その一つに、この
世界遺産登録推進がある。EVを観光用のレンタ
カーやタクシーなどといった移動の足とすること
で、エコでクリーンなドライブ観光モデルの構築が
プロジェクトの目的として掲げられたのである。
　同プロジェクトは、県においては2009年度から
2013年度まで5年度にわたる取り組みであり、県庁
内における推進体制は、プロジェクト期間の終了と
共に発展的に解消された。しかし、プロジェクトと
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EV、ITS と離島創生

　1.　はじめに

しての予算や人員は無くなった後も、同地域では、
今もEVレンタカーやタクシーの運用が続けられて
いる他、当地におけるEV製造という直接的な取り
組みに加え、同時期に行われた浮体式洋上風力発電
の実証と関連し、海洋再生エネルギーの実証特区（な
がさき海洋・環境産業拠点特区）４）５）としての認
定や、水中ロボットや自動運転などを含むロボット
新産業の創出・振興といった新たな取り組みが創出
されている。EVやITS、スマートコミュニティと
いった先進技術の実証と社会実装の取り組みが、当
地にその地ならではの新たな産業の創出・振興へと
発展したと考えられる。
　本稿では、この長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、その構想立案に係る経緯とその推進における
各要点、そしてプロジェクトによって得られた成果
の概要について述べる。

　2-1　長崎県の離島とそこにおけるモデル創出
　長崎県における離島の数は971、有人島だけでも
73と、わが国都道府県で最も多い（2010年国勢調
査）。このうち、法指定有人離島51島の総面積は
1,550.69㎢で、県全体の約4割弱、人口は136,983人
で約1割弱を占めている６）７）。この人口は平成22
年国勢調査時点の数字であり、その数は年々減り続
け、この40年で半減している。離島部における出

生率は、県全体で見てもむしろ高い水準にあり、そ
の最大の原因は、低い有効求人倍率（本土に対し
15～20ポイント低い）や高卒者の高い島外転出率

（80 ～ 90％）に見られるように、産業と雇用の不足
に起因している。
　2009年、経済産業省は「低炭素社会づくり行動
計画」の取り組み方針にも位置付けられるEV、
PHV（プラグインハイブリッド自動車）の本格普
及に向けて、その初期需要を創出するため、モデル
地域として、まず第1期EV・PHVモデルタウン8都
府県を選定した８）。長崎県はそのうちの一つとして、
特に離島地域でのモデル創出を大きな特徴として選
定を受けた。その中でも特徴的な取り組みが、「長
崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」である。
　2-2　長崎EV&ITSプロジェクトの背景
　五島列島は、長崎県の西、東シナ海上に浮かぶ列
島地域であり、主に北側から中通島、若松島、奈留島、
久賀島、福江島の5つの島と、数多くのより小型の
離島とで構成される。また、行政区としては、主に
中通島、若松島などで構成される新上五島町（上五
島）と、奈留島以南の島で構成される五島市（下五島）
の他、北松浦郡小値賀町、佐世保市（宇久島）など
で構成される。その人口は、五島市および新上五島
町の合計で約6万人余り、面積は約635平方キロと、
東京23区とほぼ同等、車両保有台数は4万台弱とい
う規模である（Fig.1）。

EV, ITS and Regional Revitalization

　長崎県は、わが国で最も多くの離島を有する都道府県であるが、その主要な離島地域
の一つである五島列島地域において、その活性化と地域新産業の創出とを目指し、EV（電
気自動車）とITS（高度交通システム）とを導入、統合連携および実装を行う長崎
EV&ITSプロジェクトが、2009年から5年間のプロジェクトとして実施された。本稿では、
同プロジェクトの企画立案、推進の要点とそれによる成果の概要、その後の同地域にお
ける展開について述べるとともに、このような先進技術の社会実装と地域活性化に向け
ての方策について提言する。

　Nagasaki Prefecture, which has the largest number of remote islands in Japan, 
had promoted the Nagasaki EV&ITS Project that EV (Electric Vehicles) and ITS 
(Intelligent Transport Systems) were introduced, coordinated, integrated and 
implemented in Goto archipelago towards its revitalization and creation of a new 
local industries from 2009. In this article, planning and promotion of the project, 
outline of its results, and the subsequent developments are reported, and reviews on 
social implementation of such advanced technologies and regional revitalization are 
provided.

　同プロジェクトにおいては、五島列島地域に100
台規模でのEV・PHVの集中導入を行い、主に観光
用のレンタカーやタクシーとして運用するととも
に、急速充電器などのEV向けインフラも集中整備
し、またITSによる観光情報システムを整備し、そ
の統合による「未来型ドライブ観光モデル」を構築
することで、観光や環境への貢献と、それを契機と
した地域産業づくりが目指された。
　同時に長崎県庁では、室長以下計6名を擁する

「EVプロジェクト推進室」の設置に加え、EV、 ITS
など先進技術に関する企画立案、プロジェクト推進
を行う必要があるため、学界から人材が求められ、
筆者が専任の政策監として就任することとなった。
　さらに、県外から優れた技術や製品、システムの
導入を促すとともに、この導入・実装をその他の地
域へのモデルとできるよう、高度で広い知見を有し
た産学官のメンバーを一同に集められる体制とし
て、「長崎EV&ITSコンソーシアム」が2009年10
月8日に設立された。同コンソーシアムは、慶應義
塾大学・川嶋弘尚教授を会長に迎え、また副会長を
九州電力から迎えることで、九州全体の産業界の参
画を得ると共に、国交省、経産省など、国の関係省
庁も含めた理事会メンバーを構成することにより、
国政策と協調する体制が整えられた（Fig.2）。また
会員には、トヨタ、日産、三菱自工など自動車メー
カー、さらに電機・カーナビメーカー、情報・イン

フラ関連企業、地場企業・団体、学識者・業界団体、
地元市町、国・他都道府県等の幅広い会員を集め、
その会員数は設立時の99社・者から、プロジェク
ト期間中は最大200超を数えた。「長崎」という一
地域の名を冠しながら、そこでの議論は国際標準化
をも視野に入れたものとなり、各分野から注目を集
めた。何より、国内はもちろん国際的に見ても、当
時これだけの規模でEVの集中導入を行ったところ
は無く、そうした本格的な実装から得られる知見の
重要性が注目されたのが理由といえる。
　離島におけるEV導入については、離島における
燃料代の高さが理由の一つとして挙げられるが、実
際には必ずしも当てはまらない。現地においては、
離島振興法等により、揮発油税の減免措置や石油小
売価格への支援が既に行われており、将来的な不安
や懸念はありつつも、短期的な対応を必要とする動
機とはなっていない。その点で、国や上記コンソー
シアム等による長期的視野に基づく推進の必要性が
あったと考えられる。
　2-3　長崎EV&ITSコンソーシアム
　同プロジェクトの取り組みは、上記コンソーシア
ムにおける方針検討の下で進められた。当初におい
て、プロジェクト全体計画およびコンソーシアムの
運営は、道路新産業創造機構（HIDO）が事務局と
して受託して行われ、まず短期的に実現可能な施策
から実施し、2010年10月開催の釜山ITS世界会議

を目標に開発・実配備を行い、世界の有識者へPR
を行うものとされた。さらにその後は、途中期間で
の進捗報告を行いつつ、2013年10月に東京で開催
されるITS世界会議において、システム、サービス
のさらなる取り組みが進んだプロジェクトの最新成
果を発信することが目標として定められた。
　その実現のため、コンソーシアムの下に、各分野
について具体的検討を行う作業部会（WG）が設置
された。すなわち、導入されるEV・PHV等の車両や、
充電設備に関連するWG1、DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）路側装置など、
ITSインフラやITS車載器に関連するWG2、情報
コンテンツやサービス・システムの整備や地域情報
の収集・提供等の運用方法に関連するWG3、さら
に当時、スマートグリッド・マイクログリッド、ス
マートコミュニティ等に対する注目度が高かったこ
とから、世界遺産登録推進に向けても、EVへ供給
するエネルギーを再生可能エネルギーで賄えるよう
なエコアイランド推進の検討を行うWG4の4つが
設置された。
　まず初年度2009年度においては、WG1に関して、
EV・PHV利用経験の無い観光客が従来のガソリン
車と同様の利便性を極力確保できるような仕様とす
ることを基本コンセプトに、普通充電設備、急速充
電設備、車両に対する各要件が策定された。
　WG2以下、他のWGについても同様に、基本コン

セプトおよび、それに合致する各機器等の要件が定
められた。これらの各WGでの検討結果は、機能要
件、技術的要件といった形で、対象とする五島列島
地域のみならず、他地域にも適用可能なように策定
されている。一方、上記コンソーシアムとは別に、
対象地域とした新上五島町および五島市において、
各EV・ITS実配備促進協議会（地元協議会）が設
置されている。地元協議会は、地元の自治体やレン
タカー、タクシー事業者、宿泊・観光事業者などで
構成され、上述の各要件を基に地元のニーズ等を考
慮して発注仕様書を作成し、EV等の導入を行うと
共に、それらの運用管理を行っている。なお、これ
らの発注仕様書は、他地域でも参考にできるよう、
県HPにおいて公開されている９）。
　2-4　長崎EV&ITSプロジェクトの推進
1 ）EV等の配備
　同プロジェクトでは、まず2009年度において、初
期導入としてEV100台の実配備を行った。詳細な
内訳は、新上五島町（上五島）35台、五島市（下五島）
65台と、おおむね1：2の比率としており、これは
上五島、下五島の人口比や年間の観光客数の規模に
相当する。コンソーシアムWG1における機能要件
が、1日に2回までの急速充電によって島を周遊で
きること、想定する利用者を3名程度のグループと
なる個人観光客としたことから、約100km以上の
一充電走行距離（Fig.3）と乗車定員4名以上とされ、

のは容易でない。実際、長崎が長らく三菱重工にお
ける最重要拠点であった歴史を有し、さらに100台
規模のEV集中導入を行ったとしても、三菱自工が
長崎県に生産工場を立地するには至らなかった。し
かし、エネルギーについては関連産業の下地を少な
からず有し、プロジェクト期間内に総務省、NEDO、
環境省など、各国機関等によるプロジェクト獲得も
行えたことから、当該分野における取り組みは、同
プロジェクトに関連して最も地域新産業の創出につ
ながったといえる。長崎県は、同プロジェクトを県
内新産業の振興につなげるため、2011年度から「長
崎県EV等関連産業参入促進事業」を開始し、県内
企業を集めた地元事業化検討会の開催、および事業
化可能性調査委託（FS）、事業化促進事業（試作）
として県内企業による事業化を支援した。中でも、
2011年度に協和機電工業等により行われたFS事業
は、翌年度に環境省による離島型マイクログリッド
モデル構築事業に発展した。
　また、たまたま同時期に環境省による浮体式洋上
風力発電実証事業が五島市椛島において行われてい
たことから，長崎県および五島市においては、両事
業を連携させて取り組んだ。県においては、同プロ
ジェクトを所管するEVプロジェクト推進室をグ
リーンニューディール推進室と統合する形で発展的
に解消した後、洋上風力発電に加え、潮流発電等も
含めた海洋再生エネルギーのフィールド実証を推進
する「ながさき海洋・環境産業拠点特区」としての
認定を受けた海洋・環境産業創造課に引き継いでい
る。同プロジェクトによる取り組みを、長崎県とし
てより優位性を発揮できる海洋への新産業創出・振
興の取り組みに発展させつつ、EV等に関する取り
組みも、プロジェクト期間終了後、継続して行って
いる。
　2-5　長崎EV&ITSプロジェクトの成果
　同プロジェクトにおける技術的検討の成果は、
EVとITSの連携に係る各種の機器、システム等の
仕様が「長崎EV&ITSモデル発注仕様集」として
整理され、公開されている。上述した急速充電器、
充電設備ネットワークシステム、ITSスポット、観
光情報プラットフォームの他、ITS車載器に関して、
EVの 車 内CAN（Controller Area Network）か ら
情報出力を得るCANゲートウェイや、IPコンテン
ツとカーナビとで位置情報を交換する表現形式
POIX_EXなどを全国に先駆けて採用し、関係団体
における規格検討を後押しした。

　離島地域におけるEVの大量集中導入と、そのた
めのインフラ整備を進めた先進的な取り組みは、前
述のITS世界会議各回に加え、第3回日独環境
フォーラム（2010）、第1回国際EV先進都市会議

（2011）など、数多くの国際会議における発表機会
も得て、国内外への発信を積極的に行った。そのこ
とにより、経産省EV・PHVタウンベストプラクティ
スの一つとしてだけでなく、IEA（国際エネルギー
機関）によるEV City Casebookにおける2度の掲
載や、EV関連分野で最大の国際会議であるEVS-27

（2013）において、五島市・新上五島町がアジアを
代表するEV先進都市としてE-Visionary Awardを
受賞するなど、非常に高い国際的認知を得て，その
地位を確立した。
　同プロジェクトに関するマスコミ掲載件数は累
計200件超、EVレンタカー利用者数は年間約2万
人超を数えたが、一方で観光客増への効果は数%
に留まった。減少傾向にあったものをプラスに転
じさせたともいえるが、同時にさまざまな観光キャ
ンペーンの取り組みがなされており，同プロジェ
クトの直接的効果として評価することは困難であ
る。本質的にも、EVやITSはそれ自体が目的では
なく、あくまで移動手段であることからも、その
効果評価を独立に行うことが容易でないことは一
つの課題といえる。
　ただ、同プロジェクトを契機に、上述の海洋再生
可能エネルギーの実証推進に加え、自動運転やド
ローン、水中ロボット等を含むロボット新産業創造
の取り組みを始めたり、複数の県内企業がEV等の
製作に進出し、特に五島市で離島向けの超小型EV
の製造を継続的に進めたりするなど、さまざまな取
り組みが新たに始められており、先進技術による地
方創生として注目したい。
　EVは、単なるガソリン車の代替ではない。現代
の社会システムは、従来の内燃機関自動車（CV：
Combustion Vehicle）に適したようにつくられてい
るが、一方で地方部において進むガソリンスタンド
の廃業など、その構造は衰退しつつある。EVは車
というハードの姿を取りながら、移動、情報通信、
エネルギーなどの多様な領域で既存の枠組を見直さ
せ、イノベーションを興す一種の「メディア」とし
て捉えるべきであり、特に課題先進地である地方部
でこそ、大きな意味を持ち得るといえる。これまで

「辺縁」「辺境」であった離島・へき地における試みが、
次世代の持続的社会を考える上で重要な示唆を与え

る可能性がある。

　本稿では、長崎県五島列島におけるEVとITSの
実用化を目指した長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、特にそのプロジェクトの推進における要点に
ついて述べた。EVの性能や普及に関する状況、
ITSスポットサービスに関する状況などは、当時の
事情が強く関係するが、そうした状況の中で、将来
に資するよう行われた検討や判断についての報告
は、数多くの事例の客観的俯瞰に対し、文化人類学
などの分野におけるエスノグラフィ（Ethnography:
行動観察調査）といわれるものに当たり、今後、
その他の先進技術の地域への社会実装に取り組む
際に必要となる留意点を具体的に提供できると思
われる。
　筆者はその後、東京で開催されたITS世界会議

（2013）において、同プロジェクトの成果公開の後、
東北にその取り組みの場を移した。EVや自動運転、
ロボットなど、先進技術の実証・社会実装による地
方創生の取り組みには、仙台市における近未来技術
実証を推進する国家戦略特区としての認定や、その
推進のために東北次世代移動体システム技術実証コ
ンソーシアムの設立など、長崎で得られた知見・経
験が活かされている。
　また、2017年度から電気自動車普及協会（APEV）
において東京都庁に協力し、八丈島や新島など、東
京都島嶼部におけるEV導入・普及の取り組みが始
められている。持続的な地方創生のためには、地域
の課題と特性を見出し、かつ地域が主体的に取り組
めるように進めていくことが重要である。2018年8
月末から9月には現地におけるEV関連イベント開
催が予定されており、今後の進捗に注目されたい。
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（狭域通信）として規格された。しかし当時はまだ
普及前であり、当初段階で路側装置（RSU：Road 
Side Unit）の価格が非常に高額だったため、五島
における配備は、国交省が2011年3月に全国1,600
箇所に設置したことで、現実的な設備価格に下がる
のを待つこととなった。一方、既に2010年度内に
EV100台が実配備され、観光用レンタカーとして
の活用が始められており、暫定的にでも観光情報の
提供が必要だった。そのため、第1期においては、
一時的に既存のテレマティクスサービスを用い、現
地の観光情報のカーナビ上での提供が行われた。
　ITSスポットサービスによる観光情報配信という
当初構想に対し、これは少なからず方針転換を生じ
た。当時、携帯通信網を利用したテレマティクスに
よる情報提供サービスは、既に各メーカによって実
用化されており、ITSスポットサービスとは競合す
るものだった。テレマティクスサービスを採用する
のであれば、ITSスポットサービスの必要性は無い
と考えられていたのであ
る。しかし、テレマティ
クスサービスには大きな
欠点があった。情報通信
に3G等携帯網を利用す
るため、車両ごとに通信
契約が必要となり、100
台規模の運用となると、
その維持コストは後年、
地元に大きな負担を課す
ものとなる。一方、通信
契約を行わない場合は、
情報の更新修正が行えな
いという欠点が生じた。
それに対し、ITSスポッ
トサービスについては通
信料の負担が無く、設置
されたスポットとの通信
で、常に最新の情報を得
ることができる。また、

テレマティクスサービスは、各メーカで規格が分か
れ、互換性が無い問題点もあった。そうした点から、
同プロジェクトでは、「観光情報プラットフォーム」

（Fig.7）なるシステムを新たに開発した。同システ
ムでは、観光情報等の地域情報コンテンツを「地域
データセンター」において統合的に管理し、通常の
インターネット通信（TCP/IP）によって、PCやス
マートフォンなど幅広いメディア端末で閲覧できる
とともに、共通する情報をITSスポットサービスに
おけるIP系通信サービスでも得られるようにして
いる。ITSスポットサービスには、走行中の車両と
情報通信を行う非IP系の通信サービスに加え、
SA/PA等で駐車中にスポットと路車間通信を行う
IP系通信サービスが規格されており、同機能を活
用することで、テレマティクスサービスとも共用で
きるシステムを構築した。
　本プラットフォームにより、利用者がアクセスす
る地域情報がEV車両上・カーナビ上のみならず、
他メディアでも一貫して利用可能となり、また地元
事業者や住民が情報を常時更新修正することが可能
となる。観光だけでなく、地域のさまざまな情報を
登録することで、多様な用途に活用することも可能
である。通常のインターネット情報に加え、車両上
のカーナビにも情報提供できるのが大きな特徴であ
る。IPコンテンツとカーナビ上とで位置情報を交

換するための表現形式として、位置情報表現形式ガ
イドラインPOIX EXが策定されている11）。同プロ
ジェクトでは、これを参照し、システム開発、デー
タ作成、およびPC、スマートフォン、携帯電話

（フィーチャーフォン）、ITS車載器（IP系対応）の
それぞれに対するコンテンツ画面作成が行われ、「長
崎みらいナビin五島」と名付けられた（Fig.8）。こ
れにより、利用者はユーザ登録を行い、PCやスマー
トフォンなどの他メディアで事前に「My PLAN」
として目的地としたいスポットリストを登録してお
くことで、現地のIP系ITSスポット下で路車間通
信し、EV上のカーナビに比較的容易にナビルート
を設定することができる。
　2011年度にITSスポットRSUとして、IP系12基、
非IP系8基が、Fig.4に示す各スポットに整備され
た。同年度内に暫定的な情報サービスが行われた後、
2012年度に上述の観光情報プラットフォームが完
成し、オンラインで最新情報を通信可能な体制が整
えられた。また、非IP系サービスとしては、アッ
プリンクによるプローブ情報の収集を行う他、ダウ
ンリンクにより、個別プッシュおよび蓄積情報の配
信が行われる（Fig.9）。五島においては、ITSスポッ
トのRSU（Road Side Unit：路側通信装置）につい
ては、Fig.4に示すように急速充電器に併設されて
いる。IP系スポットは急速充電のための駐車中に
接続するよう設置された一方、非IP系スポットは、
主に充電インフラ設置拠点へ入場する際に通信が行
われる位置に設置され、個別プッシュ情報としては、
当該拠点における設置インフラ設備等の案内、蓄積
情報としては、当該拠点の次に向かうと考えられる
拠点の情報について、所定の道路上経由地に到達し
た際に表示されるよう配信されている。ETC2.0と
して配備されている高速道路上と異なり、五島にお
いては、一般道路上に向けた5.8GHz DSRC通信は
基本的に認められず、充電インフラ設置拠点の区域

内のみに制限された点は、非IP系スポットの設置
を考えた際の一つの課題である。これらのITSシス
テムに関する特記仕様書等についても、他の機器と
同様、長崎県HPにて公開されている９）。
　ETC2.0として配備されている高速道路上と異な
り、一般道路上でのITSスポットRSUの設置例は、
千葉県柏市における商業施設駐車場数カ所に設置さ
れている他、全国数カ所の道の駅への設置例12）、ま
た、関東や中部地域で大雨等の災害対策上、必要な
一部区間（計20箇所）13）など、いまだに多くない中、
五島のような一地域内における集中的配置は特異的
である。ETC2.0で収集されるプローブ情報は、全
国の高速道路会社等におけるプローブ処理装置を経
由して、関東地方整備局に設置されたプローブ統合
サーバに収集される。一方、五島におけるITSスポッ
トから収集されたプローブ情報は、長崎県庁に設置
されたプローブ処理装置で収集されるのみで、上記
統合サーバに基本的に接続されていない。このこと
から、2012年度に国土技術政策総合研究所により、
一般道において収集された道路プローブ情報の集
約・共有についての実証研究が行われた14）。離島故、
全国の道路サービスと分離されているからこそ実証
が行うことができた例といえる。
4 ）エネルギー関連の取り組み
　同プロジェクトでは、当初構想でのEV、ITS関
連に加え、当時スマートグリッド、スマートコミュ
ニティなどへの関心が高まっていたことから、コン
ソーシアムWG4（エコアイランド関連）として、
エネルギー関連についての検討が加えられた。これ
は、同プロジェクトにおける地域の新産業づくりに
少なからず寄与が大きかった。
　長崎県は、九州内でも自動車関連産業が最も少な
く、それが同プロジェクトを構想する動機の一つで
あったが、比較的参入しやすいとはいえ、新たに
EVに関連した新産業を特に基盤のない地域に興す

これに該当する車両として、三菱i-MiEVが選定さ
れた。これらのEVは合計で20社のレンタカー事業
者に配分され、主に観光用レンタカーとして運用さ
れた。加えて、上五島・下五島各1箇所2基ずつの
計2箇所4基の急速充電器も配置された。
　さらに翌2010年度においては、導入されたEV100
台をもってEVパレードなども行うイベントを開催

（2010年7月）し、国内外へのプロジェクトの発信
と地元住民への普及啓発、およびコンソーシアム会
員等関係者間の関係強化を行い、さらに急速充電器
計6箇所11基、トヨタプリウスPHV2台（五島市の
みに配置）、三菱i-MiEV16台、日産LEAF1台の追
加配備を行った。日産LEAFについては、一部は
レンタカーとしても配備されたが、特にタクシー事
業者からのニーズが高く、追加配備における機能要
件の一部見直しが行われ、続く2011年度には、さ
らに日産LEAF21台を追加、最終的にEV138台

（i-MiEV116台，LEAF22台）、PHV2台（プリウス
PHV）の合計140台が実配備された。
2 ）充電インフラの配備
　急速充電器については、第1期整備において、8
箇所15基の設置がWG1において提言されたが、工
事・準備期間の関係から年度をまたいで整備された。
また、充電器の配置箇所や基数については、急速充
電器1基当たり1日に最大約8台が利用すると考え、

一方で、各充電スポットが20～25kmごとに必要と
されたことに加え、急速充電でも1回30分程度の待
ち時間を要することから、その配置場所を観光、飲
食、休憩等が可能な立ち寄り拠点に整備することと
して配置案を定めた。さらに、第1期整備後の各充
電スポットの利用状況を分析し、第2期以降の追加
配備により、環境を充実させた（Fig.4）。
　この他、200V普通充電設備について、設置コス
トが安価であることから、地元市町において設置補
助制度を設け、宿泊施設、飲食店、観光施設（海水
浴場なども含む）など、幅広く整備が行われた。
　充電設備については、設置場所の分布の他にもい
くつかの要件が検討された。五島における充電設備
については、離島部故に塩害対策が必要とされた他、
世界遺産登録推進の関係もあり、景観への配慮から
第1期ではスタンド型のものが設置された。しかし、
第2期以降では選択可能な機種がほぼ一体型のみと
なったことから、設置場所が制約され、利用者の利
便性を減じることがあった（例：頭ヶ島教会（新上
五島町）など）。
　また、特に急速充電設備は初めて利用される可能
性が高く、スタッフ等が常駐する設備への設置が推
奨された一方、日中以外や遠隔の拠点では、そうし
た人員の常駐が難しく、現実的には無人で利用可能
とする必要があった。そこで専用のICカードによ

る認証システムを整備し、レンタカーと一緒にカー
ドも貸し出し、車両返却時に利用回数を確認する対
応が主に取られた。充電設備の利用管理は、前述の
地元協議会として地元自治体が毎月の事業者ごとの
利用履歴を集計・精算する方法が取られている。当
初は担当の職員が各充電設備を回り、管理状態や利
用状況の確認を行っていたが、その後、遠隔に監視・
管理等が可能な充電設備ネットワークシステム

（Fig.5）９）を地元企業中心に行い、管理業務の負担
軽減を実現している。こうした管理システムは、全
国的な企業による先行開発・商品化例があったが、
予約・決済などを省いた必要最小限の機能に絞った
開発によって、より低コストで地元ニーズに合致し
た開発導入が行われている。
3 ）ITS情報システムの整備
　以上のようなEVのために必要な整備に加え、同
プロジェクトの大きな特徴として、ITS（Intelligent 
Transport Systems: 高度道路交通システム）との
連携による「未来型ドライブ観光モデル」の構築が
掲げられ、当時ではITSスポット（現ETC2.0）と
呼ばれていた路車間通信システムの活用が試みられ
た。EVについては、既に市販化された車両や充電
機器を配備し、実運用として取り組みが行われた一

方、ITSについては、実証実験、研究開発的な取り
組みが行われたといえる。
　同プロジェクトの予算は、いわゆる道路特定財源
の一般財源化となる地域活力基盤創造交付金（後に
社会基盤整備総合交付金）が主に活用された。また、
プロジェクトの企画立案においては、国土交通省関
係者やITS分野に詳しい専門家が多く関係していた
こともあり、全国的に見ても、より先進的な取り組
みが行われたといえる。
　大きな特徴は、ITS車載器（ITSスポット対応カー
ナビ）の導入であった10）。平成30年現在、ETC2.0は、
まだ基本的に高速道路上のサービスのみにとどまっ
ており、一般道上での機能はほとんど有していない
が、同プロジェクトでは、このITSスポットの一般
道上でのサービスの可能性を検討する取り組みが行
われた。
　ITSスポットサービス（Fig.6）は、国土交通省
により、高速道路を中心として走行中の車両との高
速・大容量の路車間情報通信を行い、車両からのアッ
プリンクによる車両の走行履歴情報の収集と、ダウ
ンリンクによるインフラ側からの情報提供によっ
て、交通事故・渋滞など道路交通環境の改善に資す
ることを目的に、日本においては5.8GHzのDSRC
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　本稿を執筆する少し前の2018年5月4日、ユネス
コ世界遺産委員会の諮問機関（イコモス）が「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について世
界遺産登録を勧告した１）２）。正式には、その後の
本委員会での決定となるが（注：2018年7月正式登
録）、2007年1月の暫定リスト登録以降、長崎県や
関係市町では一体となって本登録への活動を行って
きた成果がやっと実を結ぶこととなる。長崎県にお
いては、「明治日本の産業革命遺産」に続く2つ目
の世界遺産となるが３）、元々同県では、上記キリシ

タン関連遺産を先に候補として推進してきた。
　「長崎EV&ITSプロジェクト」は、長崎県五島列
島地域において、EV（電気自動車）とITS（高度
交通システム）の導入と、その連携統合によるモデ
ル構築と実用化を行い、離島地域に新たな産業と雇
用を創出し、地域活性化を行うことを目指して進め
られた。同じ離島地域である対馬や壱岐に対し、同
プロジェクトが、なぜ五島列島で行われたかについ
ては、いくつかの理由があるが、その一つに、この
世界遺産登録推進がある。EVを観光用のレンタ
カーやタクシーなどといった移動の足とすること
で、エコでクリーンなドライブ観光モデルの構築が
プロジェクトの目的として掲げられたのである。
　同プロジェクトは、県においては2009年度から
2013年度まで5年度にわたる取り組みであり、県庁
内における推進体制は、プロジェクト期間の終了と
共に発展的に解消された。しかし、プロジェクトと
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しての予算や人員は無くなった後も、同地域では、
今もEVレンタカーやタクシーの運用が続けられて
いる他、当地におけるEV製造という直接的な取り
組みに加え、同時期に行われた浮体式洋上風力発電
の実証と関連し、海洋再生エネルギーの実証特区（な
がさき海洋・環境産業拠点特区）４）５）としての認
定や、水中ロボットや自動運転などを含むロボット
新産業の創出・振興といった新たな取り組みが創出
されている。EVやITS、スマートコミュニティと
いった先進技術の実証と社会実装の取り組みが、当
地にその地ならではの新たな産業の創出・振興へと
発展したと考えられる。
　本稿では、この長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、その構想立案に係る経緯とその推進における
各要点、そしてプロジェクトによって得られた成果
の概要について述べる。

　2-1　長崎県の離島とそこにおけるモデル創出
　長崎県における離島の数は971、有人島だけでも
73と、わが国都道府県で最も多い（2010年国勢調
査）。このうち、法指定有人離島51島の総面積は
1,550.69㎢で、県全体の約4割弱、人口は136,983人
で約1割弱を占めている６）７）。この人口は平成22
年国勢調査時点の数字であり、その数は年々減り続
け、この40年で半減している。離島部における出

生率は、県全体で見てもむしろ高い水準にあり、そ
の最大の原因は、低い有効求人倍率（本土に対し
15～20ポイント低い）や高卒者の高い島外転出率

（80 ～ 90％）に見られるように、産業と雇用の不足
に起因している。
　2009年、経済産業省は「低炭素社会づくり行動
計画」の取り組み方針にも位置付けられるEV、
PHV（プラグインハイブリッド自動車）の本格普
及に向けて、その初期需要を創出するため、モデル
地域として、まず第1期EV・PHVモデルタウン8都
府県を選定した８）。長崎県はそのうちの一つとして、
特に離島地域でのモデル創出を大きな特徴として選
定を受けた。その中でも特徴的な取り組みが、「長
崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」である。
　2-2　長崎EV&ITSプロジェクトの背景
　五島列島は、長崎県の西、東シナ海上に浮かぶ列
島地域であり、主に北側から中通島、若松島、奈留島、
久賀島、福江島の5つの島と、数多くのより小型の
離島とで構成される。また、行政区としては、主に
中通島、若松島などで構成される新上五島町（上五
島）と、奈留島以南の島で構成される五島市（下五島）
の他、北松浦郡小値賀町、佐世保市（宇久島）など
で構成される。その人口は、五島市および新上五島
町の合計で約6万人余り、面積は約635平方キロと、
東京23区とほぼ同等、車両保有台数は4万台弱とい
う規模である（Fig.1）。

　同プロジェクトにおいては、五島列島地域に100
台規模でのEV・PHVの集中導入を行い、主に観光
用のレンタカーやタクシーとして運用するととも
に、急速充電器などのEV向けインフラも集中整備
し、またITSによる観光情報システムを整備し、そ
の統合による「未来型ドライブ観光モデル」を構築
することで、観光や環境への貢献と、それを契機と
した地域産業づくりが目指された。
　同時に長崎県庁では、室長以下計6名を擁する

「EVプロジェクト推進室」の設置に加え、EV、 ITS
など先進技術に関する企画立案、プロジェクト推進
を行う必要があるため、学界から人材が求められ、
筆者が専任の政策監として就任することとなった。
　さらに、県外から優れた技術や製品、システムの
導入を促すとともに、この導入・実装をその他の地
域へのモデルとできるよう、高度で広い知見を有し
た産学官のメンバーを一同に集められる体制とし
て、「長崎EV&ITSコンソーシアム」が2009年10
月8日に設立された。同コンソーシアムは、慶應義
塾大学・川嶋弘尚教授を会長に迎え、また副会長を
九州電力から迎えることで、九州全体の産業界の参
画を得ると共に、国交省、経産省など、国の関係省
庁も含めた理事会メンバーを構成することにより、
国政策と協調する体制が整えられた（Fig.2）。また
会員には、トヨタ、日産、三菱自工など自動車メー
カー、さらに電機・カーナビメーカー、情報・イン

フラ関連企業、地場企業・団体、学識者・業界団体、
地元市町、国・他都道府県等の幅広い会員を集め、
その会員数は設立時の99社・者から、プロジェク
ト期間中は最大200超を数えた。「長崎」という一
地域の名を冠しながら、そこでの議論は国際標準化
をも視野に入れたものとなり、各分野から注目を集
めた。何より、国内はもちろん国際的に見ても、当
時これだけの規模でEVの集中導入を行ったところ
は無く、そうした本格的な実装から得られる知見の
重要性が注目されたのが理由といえる。
　離島におけるEV導入については、離島における
燃料代の高さが理由の一つとして挙げられるが、実
際には必ずしも当てはまらない。現地においては、
離島振興法等により、揮発油税の減免措置や石油小
売価格への支援が既に行われており、将来的な不安
や懸念はありつつも、短期的な対応を必要とする動
機とはなっていない。その点で、国や上記コンソー
シアム等による長期的視野に基づく推進の必要性が
あったと考えられる。
　2-3　長崎EV&ITSコンソーシアム
　同プロジェクトの取り組みは、上記コンソーシア
ムにおける方針検討の下で進められた。当初におい
て、プロジェクト全体計画およびコンソーシアムの
運営は、道路新産業創造機構（HIDO）が事務局と
して受託して行われ、まず短期的に実現可能な施策
から実施し、2010年10月開催の釜山ITS世界会議

を目標に開発・実配備を行い、世界の有識者へPR
を行うものとされた。さらにその後は、途中期間で
の進捗報告を行いつつ、2013年10月に東京で開催
されるITS世界会議において、システム、サービス
のさらなる取り組みが進んだプロジェクトの最新成
果を発信することが目標として定められた。
　その実現のため、コンソーシアムの下に、各分野
について具体的検討を行う作業部会（WG）が設置
された。すなわち、導入されるEV・PHV等の車両や、
充電設備に関連するWG1、DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）路側装置など、
ITSインフラやITS車載器に関連するWG2、情報
コンテンツやサービス・システムの整備や地域情報
の収集・提供等の運用方法に関連するWG3、さら
に当時、スマートグリッド・マイクログリッド、ス
マートコミュニティ等に対する注目度が高かったこ
とから、世界遺産登録推進に向けても、EVへ供給
するエネルギーを再生可能エネルギーで賄えるよう
なエコアイランド推進の検討を行うWG4の4つが
設置された。
　まず初年度2009年度においては、WG1に関して、
EV・PHV利用経験の無い観光客が従来のガソリン
車と同様の利便性を極力確保できるような仕様とす
ることを基本コンセプトに、普通充電設備、急速充
電設備、車両に対する各要件が策定された。
　WG2以下、他のWGについても同様に、基本コン

セプトおよび、それに合致する各機器等の要件が定
められた。これらの各WGでの検討結果は、機能要
件、技術的要件といった形で、対象とする五島列島
地域のみならず、他地域にも適用可能なように策定
されている。一方、上記コンソーシアムとは別に、
対象地域とした新上五島町および五島市において、
各EV・ITS実配備促進協議会（地元協議会）が設
置されている。地元協議会は、地元の自治体やレン
タカー、タクシー事業者、宿泊・観光事業者などで
構成され、上述の各要件を基に地元のニーズ等を考
慮して発注仕様書を作成し、EV等の導入を行うと
共に、それらの運用管理を行っている。なお、これ
らの発注仕様書は、他地域でも参考にできるよう、
県HPにおいて公開されている９）。
　2-4　長崎EV&ITSプロジェクトの推進
1 ）EV等の配備
　同プロジェクトでは、まず2009年度において、初
期導入としてEV100台の実配備を行った。詳細な
内訳は、新上五島町（上五島）35台、五島市（下五島）
65台と、おおむね1：2の比率としており、これは
上五島、下五島の人口比や年間の観光客数の規模に
相当する。コンソーシアムWG1における機能要件
が、1日に2回までの急速充電によって島を周遊で
きること、想定する利用者を3名程度のグループと
なる個人観光客としたことから、約100km以上の
一充電走行距離（Fig.3）と乗車定員4名以上とされ、

のは容易でない。実際、長崎が長らく三菱重工にお
ける最重要拠点であった歴史を有し、さらに100台
規模のEV集中導入を行ったとしても、三菱自工が
長崎県に生産工場を立地するには至らなかった。し
かし、エネルギーについては関連産業の下地を少な
からず有し、プロジェクト期間内に総務省、NEDO、
環境省など、各国機関等によるプロジェクト獲得も
行えたことから、当該分野における取り組みは、同
プロジェクトに関連して最も地域新産業の創出につ
ながったといえる。長崎県は、同プロジェクトを県
内新産業の振興につなげるため、2011年度から「長
崎県EV等関連産業参入促進事業」を開始し、県内
企業を集めた地元事業化検討会の開催、および事業
化可能性調査委託（FS）、事業化促進事業（試作）
として県内企業による事業化を支援した。中でも、
2011年度に協和機電工業等により行われたFS事業
は、翌年度に環境省による離島型マイクログリッド
モデル構築事業に発展した。
　また、たまたま同時期に環境省による浮体式洋上
風力発電実証事業が五島市椛島において行われてい
たことから，長崎県および五島市においては、両事
業を連携させて取り組んだ。県においては、同プロ
ジェクトを所管するEVプロジェクト推進室をグ
リーンニューディール推進室と統合する形で発展的
に解消した後、洋上風力発電に加え、潮流発電等も
含めた海洋再生エネルギーのフィールド実証を推進
する「ながさき海洋・環境産業拠点特区」としての
認定を受けた海洋・環境産業創造課に引き継いでい
る。同プロジェクトによる取り組みを、長崎県とし
てより優位性を発揮できる海洋への新産業創出・振
興の取り組みに発展させつつ、EV等に関する取り
組みも、プロジェクト期間終了後、継続して行って
いる。
　2-5　長崎EV&ITSプロジェクトの成果
　同プロジェクトにおける技術的検討の成果は、
EVとITSの連携に係る各種の機器、システム等の
仕様が「長崎EV&ITSモデル発注仕様集」として
整理され、公開されている。上述した急速充電器、
充電設備ネットワークシステム、ITSスポット、観
光情報プラットフォームの他、ITS車載器に関して、
EVの 車 内CAN（Controller Area Network）か ら
情報出力を得るCANゲートウェイや、IPコンテン
ツとカーナビとで位置情報を交換する表現形式
POIX_EXなどを全国に先駆けて採用し、関係団体
における規格検討を後押しした。

　離島地域におけるEVの大量集中導入と、そのた
めのインフラ整備を進めた先進的な取り組みは、前
述のITS世界会議各回に加え、第3回日独環境
フォーラム（2010）、第1回国際EV先進都市会議

（2011）など、数多くの国際会議における発表機会
も得て、国内外への発信を積極的に行った。そのこ
とにより、経産省EV・PHVタウンベストプラクティ
スの一つとしてだけでなく、IEA（国際エネルギー
機関）によるEV City Casebookにおける2度の掲
載や、EV関連分野で最大の国際会議であるEVS-27

（2013）において、五島市・新上五島町がアジアを
代表するEV先進都市としてE-Visionary Awardを
受賞するなど、非常に高い国際的認知を得て，その
地位を確立した。
　同プロジェクトに関するマスコミ掲載件数は累
計200件超、EVレンタカー利用者数は年間約2万
人超を数えたが、一方で観光客増への効果は数%
に留まった。減少傾向にあったものをプラスに転
じさせたともいえるが、同時にさまざまな観光キャ
ンペーンの取り組みがなされており，同プロジェ
クトの直接的効果として評価することは困難であ
る。本質的にも、EVやITSはそれ自体が目的では
なく、あくまで移動手段であることからも、その
効果評価を独立に行うことが容易でないことは一
つの課題といえる。
　ただ、同プロジェクトを契機に、上述の海洋再生
可能エネルギーの実証推進に加え、自動運転やド
ローン、水中ロボット等を含むロボット新産業創造
の取り組みを始めたり、複数の県内企業がEV等の
製作に進出し、特に五島市で離島向けの超小型EV
の製造を継続的に進めたりするなど、さまざまな取
り組みが新たに始められており、先進技術による地
方創生として注目したい。
　EVは、単なるガソリン車の代替ではない。現代
の社会システムは、従来の内燃機関自動車（CV：
Combustion Vehicle）に適したようにつくられてい
るが、一方で地方部において進むガソリンスタンド
の廃業など、その構造は衰退しつつある。EVは車
というハードの姿を取りながら、移動、情報通信、
エネルギーなどの多様な領域で既存の枠組を見直さ
せ、イノベーションを興す一種の「メディア」とし
て捉えるべきであり、特に課題先進地である地方部
でこそ、大きな意味を持ち得るといえる。これまで

「辺縁」「辺境」であった離島・へき地における試みが、
次世代の持続的社会を考える上で重要な示唆を与え

る可能性がある。

　本稿では、長崎県五島列島におけるEVとITSの
実用化を目指した長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、特にそのプロジェクトの推進における要点に
ついて述べた。EVの性能や普及に関する状況、
ITSスポットサービスに関する状況などは、当時の
事情が強く関係するが、そうした状況の中で、将来
に資するよう行われた検討や判断についての報告
は、数多くの事例の客観的俯瞰に対し、文化人類学
などの分野におけるエスノグラフィ（Ethnography:
行動観察調査）といわれるものに当たり、今後、
その他の先進技術の地域への社会実装に取り組む
際に必要となる留意点を具体的に提供できると思
われる。
　筆者はその後、東京で開催されたITS世界会議

（2013）において、同プロジェクトの成果公開の後、
東北にその取り組みの場を移した。EVや自動運転、
ロボットなど、先進技術の実証・社会実装による地
方創生の取り組みには、仙台市における近未来技術
実証を推進する国家戦略特区としての認定や、その
推進のために東北次世代移動体システム技術実証コ
ンソーシアムの設立など、長崎で得られた知見・経
験が活かされている。
　また、2017年度から電気自動車普及協会（APEV）
において東京都庁に協力し、八丈島や新島など、東
京都島嶼部におけるEV導入・普及の取り組みが始
められている。持続的な地方創生のためには、地域
の課題と特性を見出し、かつ地域が主体的に取り組
めるように進めていくことが重要である。2018年8
月末から9月には現地におけるEV関連イベント開
催が予定されており、今後の進捗に注目されたい。
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　　▶https://www.go-etc.jp/faq/etc2.html
14 ） 金澤文彦他「長崎県における道路プローブ情

報の集約・共有・活用に関する検討」国土技術
政策総合研究所資料、2013年

　　▶http://www. nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/
　　tnn0766pdf/ks076613.pdf

（狭域通信）として規格された。しかし当時はまだ
普及前であり、当初段階で路側装置（RSU：Road 
Side Unit）の価格が非常に高額だったため、五島
における配備は、国交省が2011年3月に全国1,600
箇所に設置したことで、現実的な設備価格に下がる
のを待つこととなった。一方、既に2010年度内に
EV100台が実配備され、観光用レンタカーとして
の活用が始められており、暫定的にでも観光情報の
提供が必要だった。そのため、第1期においては、
一時的に既存のテレマティクスサービスを用い、現
地の観光情報のカーナビ上での提供が行われた。
　ITSスポットサービスによる観光情報配信という
当初構想に対し、これは少なからず方針転換を生じ
た。当時、携帯通信網を利用したテレマティクスに
よる情報提供サービスは、既に各メーカによって実
用化されており、ITSスポットサービスとは競合す
るものだった。テレマティクスサービスを採用する
のであれば、ITSスポットサービスの必要性は無い
と考えられていたのであ
る。しかし、テレマティ
クスサービスには大きな
欠点があった。情報通信
に3G等携帯網を利用す
るため、車両ごとに通信
契約が必要となり、100
台規模の運用となると、
その維持コストは後年、
地元に大きな負担を課す
ものとなる。一方、通信
契約を行わない場合は、
情報の更新修正が行えな
いという欠点が生じた。
それに対し、ITSスポッ
トサービスについては通
信料の負担が無く、設置
されたスポットとの通信
で、常に最新の情報を得
ることができる。また、

テレマティクスサービスは、各メーカで規格が分か
れ、互換性が無い問題点もあった。そうした点から、
同プロジェクトでは、「観光情報プラットフォーム」

（Fig.7）なるシステムを新たに開発した。同システ
ムでは、観光情報等の地域情報コンテンツを「地域
データセンター」において統合的に管理し、通常の
インターネット通信（TCP/IP）によって、PCやス
マートフォンなど幅広いメディア端末で閲覧できる
とともに、共通する情報をITSスポットサービスに
おけるIP系通信サービスでも得られるようにして
いる。ITSスポットサービスには、走行中の車両と
情報通信を行う非IP系の通信サービスに加え、
SA/PA等で駐車中にスポットと路車間通信を行う
IP系通信サービスが規格されており、同機能を活
用することで、テレマティクスサービスとも共用で
きるシステムを構築した。
　本プラットフォームにより、利用者がアクセスす
る地域情報がEV車両上・カーナビ上のみならず、
他メディアでも一貫して利用可能となり、また地元
事業者や住民が情報を常時更新修正することが可能
となる。観光だけでなく、地域のさまざまな情報を
登録することで、多様な用途に活用することも可能
である。通常のインターネット情報に加え、車両上
のカーナビにも情報提供できるのが大きな特徴であ
る。IPコンテンツとカーナビ上とで位置情報を交

換するための表現形式として、位置情報表現形式ガ
イドラインPOIX EXが策定されている11）。同プロ
ジェクトでは、これを参照し、システム開発、デー
タ作成、およびPC、スマートフォン、携帯電話

（フィーチャーフォン）、ITS車載器（IP系対応）の
それぞれに対するコンテンツ画面作成が行われ、「長
崎みらいナビin五島」と名付けられた（Fig.8）。こ
れにより、利用者はユーザ登録を行い、PCやスマー
トフォンなどの他メディアで事前に「My PLAN」
として目的地としたいスポットリストを登録してお
くことで、現地のIP系ITSスポット下で路車間通
信し、EV上のカーナビに比較的容易にナビルート
を設定することができる。
　2011年度にITSスポットRSUとして、IP系12基、
非IP系8基が、Fig.4に示す各スポットに整備され
た。同年度内に暫定的な情報サービスが行われた後、
2012年度に上述の観光情報プラットフォームが完
成し、オンラインで最新情報を通信可能な体制が整
えられた。また、非IP系サービスとしては、アッ
プリンクによるプローブ情報の収集を行う他、ダウ
ンリンクにより、個別プッシュおよび蓄積情報の配
信が行われる（Fig.9）。五島においては、ITSスポッ
トのRSU（Road Side Unit：路側通信装置）につい
ては、Fig.4に示すように急速充電器に併設されて
いる。IP系スポットは急速充電のための駐車中に
接続するよう設置された一方、非IP系スポットは、
主に充電インフラ設置拠点へ入場する際に通信が行
われる位置に設置され、個別プッシュ情報としては、
当該拠点における設置インフラ設備等の案内、蓄積
情報としては、当該拠点の次に向かうと考えられる
拠点の情報について、所定の道路上経由地に到達し
た際に表示されるよう配信されている。ETC2.0と
して配備されている高速道路上と異なり、五島にお
いては、一般道路上に向けた5.8GHz DSRC通信は
基本的に認められず、充電インフラ設置拠点の区域

内のみに制限された点は、非IP系スポットの設置
を考えた際の一つの課題である。これらのITSシス
テムに関する特記仕様書等についても、他の機器と
同様、長崎県HPにて公開されている９）。
　ETC2.0として配備されている高速道路上と異な
り、一般道路上でのITSスポットRSUの設置例は、
千葉県柏市における商業施設駐車場数カ所に設置さ
れている他、全国数カ所の道の駅への設置例12）、ま
た、関東や中部地域で大雨等の災害対策上、必要な
一部区間（計20箇所）13）など、いまだに多くない中、
五島のような一地域内における集中的配置は特異的
である。ETC2.0で収集されるプローブ情報は、全
国の高速道路会社等におけるプローブ処理装置を経
由して、関東地方整備局に設置されたプローブ統合
サーバに収集される。一方、五島におけるITSスポッ
トから収集されたプローブ情報は、長崎県庁に設置
されたプローブ処理装置で収集されるのみで、上記
統合サーバに基本的に接続されていない。このこと
から、2012年度に国土技術政策総合研究所により、
一般道において収集された道路プローブ情報の集
約・共有についての実証研究が行われた14）。離島故、
全国の道路サービスと分離されているからこそ実証
が行うことができた例といえる。
4 ）エネルギー関連の取り組み
　同プロジェクトでは、当初構想でのEV、ITS関
連に加え、当時スマートグリッド、スマートコミュ
ニティなどへの関心が高まっていたことから、コン
ソーシアムWG4（エコアイランド関連）として、
エネルギー関連についての検討が加えられた。これ
は、同プロジェクトにおける地域の新産業づくりに
少なからず寄与が大きかった。
　長崎県は、九州内でも自動車関連産業が最も少な
く、それが同プロジェクトを構想する動機の一つで
あったが、比較的参入しやすいとはいえ、新たに
EVに関連した新産業を特に基盤のない地域に興す

これに該当する車両として、三菱i-MiEVが選定さ
れた。これらのEVは合計で20社のレンタカー事業
者に配分され、主に観光用レンタカーとして運用さ
れた。加えて、上五島・下五島各1箇所2基ずつの
計2箇所4基の急速充電器も配置された。
　さらに翌2010年度においては、導入されたEV100
台をもってEVパレードなども行うイベントを開催

（2010年7月）し、国内外へのプロジェクトの発信
と地元住民への普及啓発、およびコンソーシアム会
員等関係者間の関係強化を行い、さらに急速充電器
計6箇所11基、トヨタプリウスPHV2台（五島市の
みに配置）、三菱i-MiEV16台、日産LEAF1台の追
加配備を行った。日産LEAFについては、一部は
レンタカーとしても配備されたが、特にタクシー事
業者からのニーズが高く、追加配備における機能要
件の一部見直しが行われ、続く2011年度には、さ
らに日産LEAF21台を追加、最終的にEV138台

（i-MiEV116台，LEAF22台）、PHV2台（プリウス
PHV）の合計140台が実配備された。
2 ）充電インフラの配備
　急速充電器については、第1期整備において、8
箇所15基の設置がWG1において提言されたが、工
事・準備期間の関係から年度をまたいで整備された。
また、充電器の配置箇所や基数については、急速充
電器1基当たり1日に最大約8台が利用すると考え、

一方で、各充電スポットが20～25kmごとに必要と
されたことに加え、急速充電でも1回30分程度の待
ち時間を要することから、その配置場所を観光、飲
食、休憩等が可能な立ち寄り拠点に整備することと
して配置案を定めた。さらに、第1期整備後の各充
電スポットの利用状況を分析し、第2期以降の追加
配備により、環境を充実させた（Fig.4）。
　この他、200V普通充電設備について、設置コス
トが安価であることから、地元市町において設置補
助制度を設け、宿泊施設、飲食店、観光施設（海水
浴場なども含む）など、幅広く整備が行われた。
　充電設備については、設置場所の分布の他にもい
くつかの要件が検討された。五島における充電設備
については、離島部故に塩害対策が必要とされた他、
世界遺産登録推進の関係もあり、景観への配慮から
第1期ではスタンド型のものが設置された。しかし、
第2期以降では選択可能な機種がほぼ一体型のみと
なったことから、設置場所が制約され、利用者の利
便性を減じることがあった（例：頭ヶ島教会（新上
五島町）など）。
　また、特に急速充電設備は初めて利用される可能
性が高く、スタッフ等が常駐する設備への設置が推
奨された一方、日中以外や遠隔の拠点では、そうし
た人員の常駐が難しく、現実的には無人で利用可能
とする必要があった。そこで専用のICカードによ

る認証システムを整備し、レンタカーと一緒にカー
ドも貸し出し、車両返却時に利用回数を確認する対
応が主に取られた。充電設備の利用管理は、前述の
地元協議会として地元自治体が毎月の事業者ごとの
利用履歴を集計・精算する方法が取られている。当
初は担当の職員が各充電設備を回り、管理状態や利
用状況の確認を行っていたが、その後、遠隔に監視・
管理等が可能な充電設備ネットワークシステム

（Fig.5）９）を地元企業中心に行い、管理業務の負担
軽減を実現している。こうした管理システムは、全
国的な企業による先行開発・商品化例があったが、
予約・決済などを省いた必要最小限の機能に絞った
開発によって、より低コストで地元ニーズに合致し
た開発導入が行われている。
3 ）ITS情報システムの整備
　以上のようなEVのために必要な整備に加え、同
プロジェクトの大きな特徴として、ITS（Intelligent 
Transport Systems: 高度道路交通システム）との
連携による「未来型ドライブ観光モデル」の構築が
掲げられ、当時ではITSスポット（現ETC2.0）と
呼ばれていた路車間通信システムの活用が試みられ
た。EVについては、既に市販化された車両や充電
機器を配備し、実運用として取り組みが行われた一

方、ITSについては、実証実験、研究開発的な取り
組みが行われたといえる。
　同プロジェクトの予算は、いわゆる道路特定財源
の一般財源化となる地域活力基盤創造交付金（後に
社会基盤整備総合交付金）が主に活用された。また、
プロジェクトの企画立案においては、国土交通省関
係者やITS分野に詳しい専門家が多く関係していた
こともあり、全国的に見ても、より先進的な取り組
みが行われたといえる。
　大きな特徴は、ITS車載器（ITSスポット対応カー
ナビ）の導入であった10）。平成30年現在、ETC2.0は、
まだ基本的に高速道路上のサービスのみにとどまっ
ており、一般道上での機能はほとんど有していない
が、同プロジェクトでは、このITSスポットの一般
道上でのサービスの可能性を検討する取り組みが行
われた。
　ITSスポットサービス（Fig.6）は、国土交通省
により、高速道路を中心として走行中の車両との高
速・大容量の路車間情報通信を行い、車両からのアッ
プリンクによる車両の走行履歴情報の収集と、ダウ
ンリンクによるインフラ側からの情報提供によっ
て、交通事故・渋滞など道路交通環境の改善に資す
ることを目的に、日本においては5.8GHzのDSRC

Fig.1　長崎県五島列島（2010年時点）



　本稿を執筆する少し前の2018年5月4日、ユネス
コ世界遺産委員会の諮問機関（イコモス）が「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について世
界遺産登録を勧告した１）２）。正式には、その後の
本委員会での決定となるが（注：2018年7月正式登
録）、2007年1月の暫定リスト登録以降、長崎県や
関係市町では一体となって本登録への活動を行って
きた成果がやっと実を結ぶこととなる。長崎県にお
いては、「明治日本の産業革命遺産」に続く2つ目
の世界遺産となるが３）、元々同県では、上記キリシ

タン関連遺産を先に候補として推進してきた。
　「長崎EV&ITSプロジェクト」は、長崎県五島列
島地域において、EV（電気自動車）とITS（高度
交通システム）の導入と、その連携統合によるモデ
ル構築と実用化を行い、離島地域に新たな産業と雇
用を創出し、地域活性化を行うことを目指して進め
られた。同じ離島地域である対馬や壱岐に対し、同
プロジェクトが、なぜ五島列島で行われたかについ
ては、いくつかの理由があるが、その一つに、この
世界遺産登録推進がある。EVを観光用のレンタ
カーやタクシーなどといった移動の足とすること
で、エコでクリーンなドライブ観光モデルの構築が
プロジェクトの目的として掲げられたのである。
　同プロジェクトは、県においては2009年度から
2013年度まで5年度にわたる取り組みであり、県庁
内における推進体制は、プロジェクト期間の終了と
共に発展的に解消された。しかし、プロジェクトと

しての予算や人員は無くなった後も、同地域では、
今もEVレンタカーやタクシーの運用が続けられて
いる他、当地におけるEV製造という直接的な取り
組みに加え、同時期に行われた浮体式洋上風力発電
の実証と関連し、海洋再生エネルギーの実証特区（な
がさき海洋・環境産業拠点特区）４）５）としての認
定や、水中ロボットや自動運転などを含むロボット
新産業の創出・振興といった新たな取り組みが創出
されている。EVやITS、スマートコミュニティと
いった先進技術の実証と社会実装の取り組みが、当
地にその地ならではの新たな産業の創出・振興へと
発展したと考えられる。
　本稿では、この長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、その構想立案に係る経緯とその推進における
各要点、そしてプロジェクトによって得られた成果
の概要について述べる。

　2-1　長崎県の離島とそこにおけるモデル創出
　長崎県における離島の数は971、有人島だけでも
73と、わが国都道府県で最も多い（2010年国勢調
査）。このうち、法指定有人離島51島の総面積は
1,550.69㎢で、県全体の約4割弱、人口は136,983人
で約1割弱を占めている６）７）。この人口は平成22
年国勢調査時点の数字であり、その数は年々減り続
け、この40年で半減している。離島部における出

生率は、県全体で見てもむしろ高い水準にあり、そ
の最大の原因は、低い有効求人倍率（本土に対し
15～20ポイント低い）や高卒者の高い島外転出率

（80 ～ 90％）に見られるように、産業と雇用の不足
に起因している。
　2009年、経済産業省は「低炭素社会づくり行動
計画」の取り組み方針にも位置付けられるEV、
PHV（プラグインハイブリッド自動車）の本格普
及に向けて、その初期需要を創出するため、モデル
地域として、まず第1期EV・PHVモデルタウン8都
府県を選定した８）。長崎県はそのうちの一つとして、
特に離島地域でのモデル創出を大きな特徴として選
定を受けた。その中でも特徴的な取り組みが、「長
崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」である。
　2-2　長崎EV&ITSプロジェクトの背景
　五島列島は、長崎県の西、東シナ海上に浮かぶ列
島地域であり、主に北側から中通島、若松島、奈留島、
久賀島、福江島の5つの島と、数多くのより小型の
離島とで構成される。また、行政区としては、主に
中通島、若松島などで構成される新上五島町（上五
島）と、奈留島以南の島で構成される五島市（下五島）
の他、北松浦郡小値賀町、佐世保市（宇久島）など
で構成される。その人口は、五島市および新上五島
町の合計で約6万人余り、面積は約635平方キロと、
東京23区とほぼ同等、車両保有台数は4万台弱とい
う規模である（Fig.1）。
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　同プロジェクトにおいては、五島列島地域に100
台規模でのEV・PHVの集中導入を行い、主に観光
用のレンタカーやタクシーとして運用するととも
に、急速充電器などのEV向けインフラも集中整備
し、またITSによる観光情報システムを整備し、そ
の統合による「未来型ドライブ観光モデル」を構築
することで、観光や環境への貢献と、それを契機と
した地域産業づくりが目指された。
　同時に長崎県庁では、室長以下計6名を擁する

「EVプロジェクト推進室」の設置に加え、EV、 ITS
など先進技術に関する企画立案、プロジェクト推進
を行う必要があるため、学界から人材が求められ、
筆者が専任の政策監として就任することとなった。
　さらに、県外から優れた技術や製品、システムの
導入を促すとともに、この導入・実装をその他の地
域へのモデルとできるよう、高度で広い知見を有し
た産学官のメンバーを一同に集められる体制とし
て、「長崎EV&ITSコンソーシアム」が2009年10
月8日に設立された。同コンソーシアムは、慶應義
塾大学・川嶋弘尚教授を会長に迎え、また副会長を
九州電力から迎えることで、九州全体の産業界の参
画を得ると共に、国交省、経産省など、国の関係省
庁も含めた理事会メンバーを構成することにより、
国政策と協調する体制が整えられた（Fig.2）。また
会員には、トヨタ、日産、三菱自工など自動車メー
カー、さらに電機・カーナビメーカー、情報・イン

フラ関連企業、地場企業・団体、学識者・業界団体、
地元市町、国・他都道府県等の幅広い会員を集め、
その会員数は設立時の99社・者から、プロジェク
ト期間中は最大200超を数えた。「長崎」という一
地域の名を冠しながら、そこでの議論は国際標準化
をも視野に入れたものとなり、各分野から注目を集
めた。何より、国内はもちろん国際的に見ても、当
時これだけの規模でEVの集中導入を行ったところ
は無く、そうした本格的な実装から得られる知見の
重要性が注目されたのが理由といえる。
　離島におけるEV導入については、離島における
燃料代の高さが理由の一つとして挙げられるが、実
際には必ずしも当てはまらない。現地においては、
離島振興法等により、揮発油税の減免措置や石油小
売価格への支援が既に行われており、将来的な不安
や懸念はありつつも、短期的な対応を必要とする動
機とはなっていない。その点で、国や上記コンソー
シアム等による長期的視野に基づく推進の必要性が
あったと考えられる。
　2-3　長崎EV&ITSコンソーシアム
　同プロジェクトの取り組みは、上記コンソーシア
ムにおける方針検討の下で進められた。当初におい
て、プロジェクト全体計画およびコンソーシアムの
運営は、道路新産業創造機構（HIDO）が事務局と
して受託して行われ、まず短期的に実現可能な施策
から実施し、2010年10月開催の釜山ITS世界会議

を目標に開発・実配備を行い、世界の有識者へPR
を行うものとされた。さらにその後は、途中期間で
の進捗報告を行いつつ、2013年10月に東京で開催
されるITS世界会議において、システム、サービス
のさらなる取り組みが進んだプロジェクトの最新成
果を発信することが目標として定められた。
　その実現のため、コンソーシアムの下に、各分野
について具体的検討を行う作業部会（WG）が設置
された。すなわち、導入されるEV・PHV等の車両や、
充電設備に関連するWG1、DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）路側装置など、
ITSインフラやITS車載器に関連するWG2、情報
コンテンツやサービス・システムの整備や地域情報
の収集・提供等の運用方法に関連するWG3、さら
に当時、スマートグリッド・マイクログリッド、ス
マートコミュニティ等に対する注目度が高かったこ
とから、世界遺産登録推進に向けても、EVへ供給
するエネルギーを再生可能エネルギーで賄えるよう
なエコアイランド推進の検討を行うWG4の4つが
設置された。
　まず初年度2009年度においては、WG1に関して、
EV・PHV利用経験の無い観光客が従来のガソリン
車と同様の利便性を極力確保できるような仕様とす
ることを基本コンセプトに、普通充電設備、急速充
電設備、車両に対する各要件が策定された。
　WG2以下、他のWGについても同様に、基本コン

セプトおよび、それに合致する各機器等の要件が定
められた。これらの各WGでの検討結果は、機能要
件、技術的要件といった形で、対象とする五島列島
地域のみならず、他地域にも適用可能なように策定
されている。一方、上記コンソーシアムとは別に、
対象地域とした新上五島町および五島市において、
各EV・ITS実配備促進協議会（地元協議会）が設
置されている。地元協議会は、地元の自治体やレン
タカー、タクシー事業者、宿泊・観光事業者などで
構成され、上述の各要件を基に地元のニーズ等を考
慮して発注仕様書を作成し、EV等の導入を行うと
共に、それらの運用管理を行っている。なお、これ
らの発注仕様書は、他地域でも参考にできるよう、
県HPにおいて公開されている９）。
　2-4　長崎EV&ITSプロジェクトの推進
1 ）EV等の配備
　同プロジェクトでは、まず2009年度において、初
期導入としてEV100台の実配備を行った。詳細な
内訳は、新上五島町（上五島）35台、五島市（下五島）
65台と、おおむね1：2の比率としており、これは
上五島、下五島の人口比や年間の観光客数の規模に
相当する。コンソーシアムWG1における機能要件
が、1日に2回までの急速充電によって島を周遊で
きること、想定する利用者を3名程度のグループと
なる個人観光客としたことから、約100km以上の
一充電走行距離（Fig.3）と乗車定員4名以上とされ、

のは容易でない。実際、長崎が長らく三菱重工にお
ける最重要拠点であった歴史を有し、さらに100台
規模のEV集中導入を行ったとしても、三菱自工が
長崎県に生産工場を立地するには至らなかった。し
かし、エネルギーについては関連産業の下地を少な
からず有し、プロジェクト期間内に総務省、NEDO、
環境省など、各国機関等によるプロジェクト獲得も
行えたことから、当該分野における取り組みは、同
プロジェクトに関連して最も地域新産業の創出につ
ながったといえる。長崎県は、同プロジェクトを県
内新産業の振興につなげるため、2011年度から「長
崎県EV等関連産業参入促進事業」を開始し、県内
企業を集めた地元事業化検討会の開催、および事業
化可能性調査委託（FS）、事業化促進事業（試作）
として県内企業による事業化を支援した。中でも、
2011年度に協和機電工業等により行われたFS事業
は、翌年度に環境省による離島型マイクログリッド
モデル構築事業に発展した。
　また、たまたま同時期に環境省による浮体式洋上
風力発電実証事業が五島市椛島において行われてい
たことから，長崎県および五島市においては、両事
業を連携させて取り組んだ。県においては、同プロ
ジェクトを所管するEVプロジェクト推進室をグ
リーンニューディール推進室と統合する形で発展的
に解消した後、洋上風力発電に加え、潮流発電等も
含めた海洋再生エネルギーのフィールド実証を推進
する「ながさき海洋・環境産業拠点特区」としての
認定を受けた海洋・環境産業創造課に引き継いでい
る。同プロジェクトによる取り組みを、長崎県とし
てより優位性を発揮できる海洋への新産業創出・振
興の取り組みに発展させつつ、EV等に関する取り
組みも、プロジェクト期間終了後、継続して行って
いる。
　2-5　長崎EV&ITSプロジェクトの成果
　同プロジェクトにおける技術的検討の成果は、
EVとITSの連携に係る各種の機器、システム等の
仕様が「長崎EV&ITSモデル発注仕様集」として
整理され、公開されている。上述した急速充電器、
充電設備ネットワークシステム、ITSスポット、観
光情報プラットフォームの他、ITS車載器に関して、
EVの 車 内CAN（Controller Area Network）か ら
情報出力を得るCANゲートウェイや、IPコンテン
ツとカーナビとで位置情報を交換する表現形式
POIX_EXなどを全国に先駆けて採用し、関係団体
における規格検討を後押しした。

　離島地域におけるEVの大量集中導入と、そのた
めのインフラ整備を進めた先進的な取り組みは、前
述のITS世界会議各回に加え、第3回日独環境
フォーラム（2010）、第1回国際EV先進都市会議

（2011）など、数多くの国際会議における発表機会
も得て、国内外への発信を積極的に行った。そのこ
とにより、経産省EV・PHVタウンベストプラクティ
スの一つとしてだけでなく、IEA（国際エネルギー
機関）によるEV City Casebookにおける2度の掲
載や、EV関連分野で最大の国際会議であるEVS-27

（2013）において、五島市・新上五島町がアジアを
代表するEV先進都市としてE-Visionary Awardを
受賞するなど、非常に高い国際的認知を得て，その
地位を確立した。
　同プロジェクトに関するマスコミ掲載件数は累
計200件超、EVレンタカー利用者数は年間約2万
人超を数えたが、一方で観光客増への効果は数%
に留まった。減少傾向にあったものをプラスに転
じさせたともいえるが、同時にさまざまな観光キャ
ンペーンの取り組みがなされており，同プロジェ
クトの直接的効果として評価することは困難であ
る。本質的にも、EVやITSはそれ自体が目的では
なく、あくまで移動手段であることからも、その
効果評価を独立に行うことが容易でないことは一
つの課題といえる。
　ただ、同プロジェクトを契機に、上述の海洋再生
可能エネルギーの実証推進に加え、自動運転やド
ローン、水中ロボット等を含むロボット新産業創造
の取り組みを始めたり、複数の県内企業がEV等の
製作に進出し、特に五島市で離島向けの超小型EV
の製造を継続的に進めたりするなど、さまざまな取
り組みが新たに始められており、先進技術による地
方創生として注目したい。
　EVは、単なるガソリン車の代替ではない。現代
の社会システムは、従来の内燃機関自動車（CV：
Combustion Vehicle）に適したようにつくられてい
るが、一方で地方部において進むガソリンスタンド
の廃業など、その構造は衰退しつつある。EVは車
というハードの姿を取りながら、移動、情報通信、
エネルギーなどの多様な領域で既存の枠組を見直さ
せ、イノベーションを興す一種の「メディア」とし
て捉えるべきであり、特に課題先進地である地方部
でこそ、大きな意味を持ち得るといえる。これまで

「辺縁」「辺境」であった離島・へき地における試みが、
次世代の持続的社会を考える上で重要な示唆を与え

る可能性がある。

　本稿では、長崎県五島列島におけるEVとITSの
実用化を目指した長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、特にそのプロジェクトの推進における要点に
ついて述べた。EVの性能や普及に関する状況、
ITSスポットサービスに関する状況などは、当時の
事情が強く関係するが、そうした状況の中で、将来
に資するよう行われた検討や判断についての報告
は、数多くの事例の客観的俯瞰に対し、文化人類学
などの分野におけるエスノグラフィ（Ethnography:
行動観察調査）といわれるものに当たり、今後、
その他の先進技術の地域への社会実装に取り組む
際に必要となる留意点を具体的に提供できると思
われる。
　筆者はその後、東京で開催されたITS世界会議

（2013）において、同プロジェクトの成果公開の後、
東北にその取り組みの場を移した。EVや自動運転、
ロボットなど、先進技術の実証・社会実装による地
方創生の取り組みには、仙台市における近未来技術
実証を推進する国家戦略特区としての認定や、その
推進のために東北次世代移動体システム技術実証コ
ンソーシアムの設立など、長崎で得られた知見・経
験が活かされている。
　また、2017年度から電気自動車普及協会（APEV）
において東京都庁に協力し、八丈島や新島など、東
京都島嶼部におけるEV導入・普及の取り組みが始
められている。持続的な地方創生のためには、地域
の課題と特性を見出し、かつ地域が主体的に取り組
めるように進めていくことが重要である。2018年8
月末から9月には現地におけるEV関連イベント開
催が予定されており、今後の進捗に注目されたい。
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（狭域通信）として規格された。しかし当時はまだ
普及前であり、当初段階で路側装置（RSU：Road 
Side Unit）の価格が非常に高額だったため、五島
における配備は、国交省が2011年3月に全国1,600
箇所に設置したことで、現実的な設備価格に下がる
のを待つこととなった。一方、既に2010年度内に
EV100台が実配備され、観光用レンタカーとして
の活用が始められており、暫定的にでも観光情報の
提供が必要だった。そのため、第1期においては、
一時的に既存のテレマティクスサービスを用い、現
地の観光情報のカーナビ上での提供が行われた。
　ITSスポットサービスによる観光情報配信という
当初構想に対し、これは少なからず方針転換を生じ
た。当時、携帯通信網を利用したテレマティクスに
よる情報提供サービスは、既に各メーカによって実
用化されており、ITSスポットサービスとは競合す
るものだった。テレマティクスサービスを採用する
のであれば、ITSスポットサービスの必要性は無い
と考えられていたのであ
る。しかし、テレマティ
クスサービスには大きな
欠点があった。情報通信
に3G等携帯網を利用す
るため、車両ごとに通信
契約が必要となり、100
台規模の運用となると、
その維持コストは後年、
地元に大きな負担を課す
ものとなる。一方、通信
契約を行わない場合は、
情報の更新修正が行えな
いという欠点が生じた。
それに対し、ITSスポッ
トサービスについては通
信料の負担が無く、設置
されたスポットとの通信
で、常に最新の情報を得
ることができる。また、

テレマティクスサービスは、各メーカで規格が分か
れ、互換性が無い問題点もあった。そうした点から、
同プロジェクトでは、「観光情報プラットフォーム」

（Fig.7）なるシステムを新たに開発した。同システ
ムでは、観光情報等の地域情報コンテンツを「地域
データセンター」において統合的に管理し、通常の
インターネット通信（TCP/IP）によって、PCやス
マートフォンなど幅広いメディア端末で閲覧できる
とともに、共通する情報をITSスポットサービスに
おけるIP系通信サービスでも得られるようにして
いる。ITSスポットサービスには、走行中の車両と
情報通信を行う非IP系の通信サービスに加え、
SA/PA等で駐車中にスポットと路車間通信を行う
IP系通信サービスが規格されており、同機能を活
用することで、テレマティクスサービスとも共用で
きるシステムを構築した。
　本プラットフォームにより、利用者がアクセスす
る地域情報がEV車両上・カーナビ上のみならず、
他メディアでも一貫して利用可能となり、また地元
事業者や住民が情報を常時更新修正することが可能
となる。観光だけでなく、地域のさまざまな情報を
登録することで、多様な用途に活用することも可能
である。通常のインターネット情報に加え、車両上
のカーナビにも情報提供できるのが大きな特徴であ
る。IPコンテンツとカーナビ上とで位置情報を交

換するための表現形式として、位置情報表現形式ガ
イドラインPOIX EXが策定されている11）。同プロ
ジェクトでは、これを参照し、システム開発、デー
タ作成、およびPC、スマートフォン、携帯電話

（フィーチャーフォン）、ITS車載器（IP系対応）の
それぞれに対するコンテンツ画面作成が行われ、「長
崎みらいナビin五島」と名付けられた（Fig.8）。こ
れにより、利用者はユーザ登録を行い、PCやスマー
トフォンなどの他メディアで事前に「My PLAN」
として目的地としたいスポットリストを登録してお
くことで、現地のIP系ITSスポット下で路車間通
信し、EV上のカーナビに比較的容易にナビルート
を設定することができる。
　2011年度にITSスポットRSUとして、IP系12基、
非IP系8基が、Fig.4に示す各スポットに整備され
た。同年度内に暫定的な情報サービスが行われた後、
2012年度に上述の観光情報プラットフォームが完
成し、オンラインで最新情報を通信可能な体制が整
えられた。また、非IP系サービスとしては、アッ
プリンクによるプローブ情報の収集を行う他、ダウ
ンリンクにより、個別プッシュおよび蓄積情報の配
信が行われる（Fig.9）。五島においては、ITSスポッ
トのRSU（Road Side Unit：路側通信装置）につい
ては、Fig.4に示すように急速充電器に併設されて
いる。IP系スポットは急速充電のための駐車中に
接続するよう設置された一方、非IP系スポットは、
主に充電インフラ設置拠点へ入場する際に通信が行
われる位置に設置され、個別プッシュ情報としては、
当該拠点における設置インフラ設備等の案内、蓄積
情報としては、当該拠点の次に向かうと考えられる
拠点の情報について、所定の道路上経由地に到達し
た際に表示されるよう配信されている。ETC2.0と
して配備されている高速道路上と異なり、五島にお
いては、一般道路上に向けた5.8GHz DSRC通信は
基本的に認められず、充電インフラ設置拠点の区域

内のみに制限された点は、非IP系スポットの設置
を考えた際の一つの課題である。これらのITSシス
テムに関する特記仕様書等についても、他の機器と
同様、長崎県HPにて公開されている９）。
　ETC2.0として配備されている高速道路上と異な
り、一般道路上でのITSスポットRSUの設置例は、
千葉県柏市における商業施設駐車場数カ所に設置さ
れている他、全国数カ所の道の駅への設置例12）、ま
た、関東や中部地域で大雨等の災害対策上、必要な
一部区間（計20箇所）13）など、いまだに多くない中、
五島のような一地域内における集中的配置は特異的
である。ETC2.0で収集されるプローブ情報は、全
国の高速道路会社等におけるプローブ処理装置を経
由して、関東地方整備局に設置されたプローブ統合
サーバに収集される。一方、五島におけるITSスポッ
トから収集されたプローブ情報は、長崎県庁に設置
されたプローブ処理装置で収集されるのみで、上記
統合サーバに基本的に接続されていない。このこと
から、2012年度に国土技術政策総合研究所により、
一般道において収集された道路プローブ情報の集
約・共有についての実証研究が行われた14）。離島故、
全国の道路サービスと分離されているからこそ実証
が行うことができた例といえる。
4 ）エネルギー関連の取り組み
　同プロジェクトでは、当初構想でのEV、ITS関
連に加え、当時スマートグリッド、スマートコミュ
ニティなどへの関心が高まっていたことから、コン
ソーシアムWG4（エコアイランド関連）として、
エネルギー関連についての検討が加えられた。これ
は、同プロジェクトにおける地域の新産業づくりに
少なからず寄与が大きかった。
　長崎県は、九州内でも自動車関連産業が最も少な
く、それが同プロジェクトを構想する動機の一つで
あったが、比較的参入しやすいとはいえ、新たに
EVに関連した新産業を特に基盤のない地域に興す

これに該当する車両として、三菱i-MiEVが選定さ
れた。これらのEVは合計で20社のレンタカー事業
者に配分され、主に観光用レンタカーとして運用さ
れた。加えて、上五島・下五島各1箇所2基ずつの
計2箇所4基の急速充電器も配置された。
　さらに翌2010年度においては、導入されたEV100
台をもってEVパレードなども行うイベントを開催

（2010年7月）し、国内外へのプロジェクトの発信
と地元住民への普及啓発、およびコンソーシアム会
員等関係者間の関係強化を行い、さらに急速充電器
計6箇所11基、トヨタプリウスPHV2台（五島市の
みに配置）、三菱i-MiEV16台、日産LEAF1台の追
加配備を行った。日産LEAFについては、一部は
レンタカーとしても配備されたが、特にタクシー事
業者からのニーズが高く、追加配備における機能要
件の一部見直しが行われ、続く2011年度には、さ
らに日産LEAF21台を追加、最終的にEV138台

（i-MiEV116台，LEAF22台）、PHV2台（プリウス
PHV）の合計140台が実配備された。
2 ）充電インフラの配備
　急速充電器については、第1期整備において、8
箇所15基の設置がWG1において提言されたが、工
事・準備期間の関係から年度をまたいで整備された。
また、充電器の配置箇所や基数については、急速充
電器1基当たり1日に最大約8台が利用すると考え、

一方で、各充電スポットが20～25kmごとに必要と
されたことに加え、急速充電でも1回30分程度の待
ち時間を要することから、その配置場所を観光、飲
食、休憩等が可能な立ち寄り拠点に整備することと
して配置案を定めた。さらに、第1期整備後の各充
電スポットの利用状況を分析し、第2期以降の追加
配備により、環境を充実させた（Fig.4）。
　この他、200V普通充電設備について、設置コス
トが安価であることから、地元市町において設置補
助制度を設け、宿泊施設、飲食店、観光施設（海水
浴場なども含む）など、幅広く整備が行われた。
　充電設備については、設置場所の分布の他にもい
くつかの要件が検討された。五島における充電設備
については、離島部故に塩害対策が必要とされた他、
世界遺産登録推進の関係もあり、景観への配慮から
第1期ではスタンド型のものが設置された。しかし、
第2期以降では選択可能な機種がほぼ一体型のみと
なったことから、設置場所が制約され、利用者の利
便性を減じることがあった（例：頭ヶ島教会（新上
五島町）など）。
　また、特に急速充電設備は初めて利用される可能
性が高く、スタッフ等が常駐する設備への設置が推
奨された一方、日中以外や遠隔の拠点では、そうし
た人員の常駐が難しく、現実的には無人で利用可能
とする必要があった。そこで専用のICカードによ

る認証システムを整備し、レンタカーと一緒にカー
ドも貸し出し、車両返却時に利用回数を確認する対
応が主に取られた。充電設備の利用管理は、前述の
地元協議会として地元自治体が毎月の事業者ごとの
利用履歴を集計・精算する方法が取られている。当
初は担当の職員が各充電設備を回り、管理状態や利
用状況の確認を行っていたが、その後、遠隔に監視・
管理等が可能な充電設備ネットワークシステム

（Fig.5）９）を地元企業中心に行い、管理業務の負担
軽減を実現している。こうした管理システムは、全
国的な企業による先行開発・商品化例があったが、
予約・決済などを省いた必要最小限の機能に絞った
開発によって、より低コストで地元ニーズに合致し
た開発導入が行われている。
3 ）ITS情報システムの整備
　以上のようなEVのために必要な整備に加え、同
プロジェクトの大きな特徴として、ITS（Intelligent 
Transport Systems: 高度道路交通システム）との
連携による「未来型ドライブ観光モデル」の構築が
掲げられ、当時ではITSスポット（現ETC2.0）と
呼ばれていた路車間通信システムの活用が試みられ
た。EVについては、既に市販化された車両や充電
機器を配備し、実運用として取り組みが行われた一

方、ITSについては、実証実験、研究開発的な取り
組みが行われたといえる。
　同プロジェクトの予算は、いわゆる道路特定財源
の一般財源化となる地域活力基盤創造交付金（後に
社会基盤整備総合交付金）が主に活用された。また、
プロジェクトの企画立案においては、国土交通省関
係者やITS分野に詳しい専門家が多く関係していた
こともあり、全国的に見ても、より先進的な取り組
みが行われたといえる。
　大きな特徴は、ITS車載器（ITSスポット対応カー
ナビ）の導入であった10）。平成30年現在、ETC2.0は、
まだ基本的に高速道路上のサービスのみにとどまっ
ており、一般道上での機能はほとんど有していない
が、同プロジェクトでは、このITSスポットの一般
道上でのサービスの可能性を検討する取り組みが行
われた。
　ITSスポットサービス（Fig.6）は、国土交通省
により、高速道路を中心として走行中の車両との高
速・大容量の路車間情報通信を行い、車両からのアッ
プリンクによる車両の走行履歴情報の収集と、ダウ
ンリンクによるインフラ側からの情報提供によっ
て、交通事故・渋滞など道路交通環境の改善に資す
ることを目的に、日本においては5.8GHzのDSRC

Fig.2　長崎EV&ITSコンソーシアム（WG 長は最終期 (2012 年度 ) の体制）



　本稿を執筆する少し前の2018年5月4日、ユネス
コ世界遺産委員会の諮問機関（イコモス）が「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について世
界遺産登録を勧告した１）２）。正式には、その後の
本委員会での決定となるが（注：2018年7月正式登
録）、2007年1月の暫定リスト登録以降、長崎県や
関係市町では一体となって本登録への活動を行って
きた成果がやっと実を結ぶこととなる。長崎県にお
いては、「明治日本の産業革命遺産」に続く2つ目
の世界遺産となるが３）、元々同県では、上記キリシ

タン関連遺産を先に候補として推進してきた。
　「長崎EV&ITSプロジェクト」は、長崎県五島列
島地域において、EV（電気自動車）とITS（高度
交通システム）の導入と、その連携統合によるモデ
ル構築と実用化を行い、離島地域に新たな産業と雇
用を創出し、地域活性化を行うことを目指して進め
られた。同じ離島地域である対馬や壱岐に対し、同
プロジェクトが、なぜ五島列島で行われたかについ
ては、いくつかの理由があるが、その一つに、この
世界遺産登録推進がある。EVを観光用のレンタ
カーやタクシーなどといった移動の足とすること
で、エコでクリーンなドライブ観光モデルの構築が
プロジェクトの目的として掲げられたのである。
　同プロジェクトは、県においては2009年度から
2013年度まで5年度にわたる取り組みであり、県庁
内における推進体制は、プロジェクト期間の終了と
共に発展的に解消された。しかし、プロジェクトと

しての予算や人員は無くなった後も、同地域では、
今もEVレンタカーやタクシーの運用が続けられて
いる他、当地におけるEV製造という直接的な取り
組みに加え、同時期に行われた浮体式洋上風力発電
の実証と関連し、海洋再生エネルギーの実証特区（な
がさき海洋・環境産業拠点特区）４）５）としての認
定や、水中ロボットや自動運転などを含むロボット
新産業の創出・振興といった新たな取り組みが創出
されている。EVやITS、スマートコミュニティと
いった先進技術の実証と社会実装の取り組みが、当
地にその地ならではの新たな産業の創出・振興へと
発展したと考えられる。
　本稿では、この長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、その構想立案に係る経緯とその推進における
各要点、そしてプロジェクトによって得られた成果
の概要について述べる。

　2-1　長崎県の離島とそこにおけるモデル創出
　長崎県における離島の数は971、有人島だけでも
73と、わが国都道府県で最も多い（2010年国勢調
査）。このうち、法指定有人離島51島の総面積は
1,550.69㎢で、県全体の約4割弱、人口は136,983人
で約1割弱を占めている６）７）。この人口は平成22
年国勢調査時点の数字であり、その数は年々減り続
け、この40年で半減している。離島部における出

生率は、県全体で見てもむしろ高い水準にあり、そ
の最大の原因は、低い有効求人倍率（本土に対し
15～20ポイント低い）や高卒者の高い島外転出率

（80 ～ 90％）に見られるように、産業と雇用の不足
に起因している。
　2009年、経済産業省は「低炭素社会づくり行動
計画」の取り組み方針にも位置付けられるEV、
PHV（プラグインハイブリッド自動車）の本格普
及に向けて、その初期需要を創出するため、モデル
地域として、まず第1期EV・PHVモデルタウン8都
府県を選定した８）。長崎県はそのうちの一つとして、
特に離島地域でのモデル創出を大きな特徴として選
定を受けた。その中でも特徴的な取り組みが、「長
崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」である。
　2-2　長崎EV&ITSプロジェクトの背景
　五島列島は、長崎県の西、東シナ海上に浮かぶ列
島地域であり、主に北側から中通島、若松島、奈留島、
久賀島、福江島の5つの島と、数多くのより小型の
離島とで構成される。また、行政区としては、主に
中通島、若松島などで構成される新上五島町（上五
島）と、奈留島以南の島で構成される五島市（下五島）
の他、北松浦郡小値賀町、佐世保市（宇久島）など
で構成される。その人口は、五島市および新上五島
町の合計で約6万人余り、面積は約635平方キロと、
東京23区とほぼ同等、車両保有台数は4万台弱とい
う規模である（Fig.1）。

　同プロジェクトにおいては、五島列島地域に100
台規模でのEV・PHVの集中導入を行い、主に観光
用のレンタカーやタクシーとして運用するととも
に、急速充電器などのEV向けインフラも集中整備
し、またITSによる観光情報システムを整備し、そ
の統合による「未来型ドライブ観光モデル」を構築
することで、観光や環境への貢献と、それを契機と
した地域産業づくりが目指された。
　同時に長崎県庁では、室長以下計6名を擁する

「EVプロジェクト推進室」の設置に加え、EV、 ITS
など先進技術に関する企画立案、プロジェクト推進
を行う必要があるため、学界から人材が求められ、
筆者が専任の政策監として就任することとなった。
　さらに、県外から優れた技術や製品、システムの
導入を促すとともに、この導入・実装をその他の地
域へのモデルとできるよう、高度で広い知見を有し
た産学官のメンバーを一同に集められる体制とし
て、「長崎EV&ITSコンソーシアム」が2009年10
月8日に設立された。同コンソーシアムは、慶應義
塾大学・川嶋弘尚教授を会長に迎え、また副会長を
九州電力から迎えることで、九州全体の産業界の参
画を得ると共に、国交省、経産省など、国の関係省
庁も含めた理事会メンバーを構成することにより、
国政策と協調する体制が整えられた（Fig.2）。また
会員には、トヨタ、日産、三菱自工など自動車メー
カー、さらに電機・カーナビメーカー、情報・イン

フラ関連企業、地場企業・団体、学識者・業界団体、
地元市町、国・他都道府県等の幅広い会員を集め、
その会員数は設立時の99社・者から、プロジェク
ト期間中は最大200超を数えた。「長崎」という一
地域の名を冠しながら、そこでの議論は国際標準化
をも視野に入れたものとなり、各分野から注目を集
めた。何より、国内はもちろん国際的に見ても、当
時これだけの規模でEVの集中導入を行ったところ
は無く、そうした本格的な実装から得られる知見の
重要性が注目されたのが理由といえる。
　離島におけるEV導入については、離島における
燃料代の高さが理由の一つとして挙げられるが、実
際には必ずしも当てはまらない。現地においては、
離島振興法等により、揮発油税の減免措置や石油小
売価格への支援が既に行われており、将来的な不安
や懸念はありつつも、短期的な対応を必要とする動
機とはなっていない。その点で、国や上記コンソー
シアム等による長期的視野に基づく推進の必要性が
あったと考えられる。
　2-3　長崎EV&ITSコンソーシアム
　同プロジェクトの取り組みは、上記コンソーシア
ムにおける方針検討の下で進められた。当初におい
て、プロジェクト全体計画およびコンソーシアムの
運営は、道路新産業創造機構（HIDO）が事務局と
して受託して行われ、まず短期的に実現可能な施策
から実施し、2010年10月開催の釜山ITS世界会議
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を目標に開発・実配備を行い、世界の有識者へPR
を行うものとされた。さらにその後は、途中期間で
の進捗報告を行いつつ、2013年10月に東京で開催
されるITS世界会議において、システム、サービス
のさらなる取り組みが進んだプロジェクトの最新成
果を発信することが目標として定められた。
　その実現のため、コンソーシアムの下に、各分野
について具体的検討を行う作業部会（WG）が設置
された。すなわち、導入されるEV・PHV等の車両や、
充電設備に関連するWG1、DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）路側装置など、
ITSインフラやITS車載器に関連するWG2、情報
コンテンツやサービス・システムの整備や地域情報
の収集・提供等の運用方法に関連するWG3、さら
に当時、スマートグリッド・マイクログリッド、ス
マートコミュニティ等に対する注目度が高かったこ
とから、世界遺産登録推進に向けても、EVへ供給
するエネルギーを再生可能エネルギーで賄えるよう
なエコアイランド推進の検討を行うWG4の4つが
設置された。
　まず初年度2009年度においては、WG1に関して、
EV・PHV利用経験の無い観光客が従来のガソリン
車と同様の利便性を極力確保できるような仕様とす
ることを基本コンセプトに、普通充電設備、急速充
電設備、車両に対する各要件が策定された。
　WG2以下、他のWGについても同様に、基本コン

セプトおよび、それに合致する各機器等の要件が定
められた。これらの各WGでの検討結果は、機能要
件、技術的要件といった形で、対象とする五島列島
地域のみならず、他地域にも適用可能なように策定
されている。一方、上記コンソーシアムとは別に、
対象地域とした新上五島町および五島市において、
各EV・ITS実配備促進協議会（地元協議会）が設
置されている。地元協議会は、地元の自治体やレン
タカー、タクシー事業者、宿泊・観光事業者などで
構成され、上述の各要件を基に地元のニーズ等を考
慮して発注仕様書を作成し、EV等の導入を行うと
共に、それらの運用管理を行っている。なお、これ
らの発注仕様書は、他地域でも参考にできるよう、
県HPにおいて公開されている９）。
　2-4　長崎EV&ITSプロジェクトの推進
1 ）EV等の配備
　同プロジェクトでは、まず2009年度において、初
期導入としてEV100台の実配備を行った。詳細な
内訳は、新上五島町（上五島）35台、五島市（下五島）
65台と、おおむね1：2の比率としており、これは
上五島、下五島の人口比や年間の観光客数の規模に
相当する。コンソーシアムWG1における機能要件
が、1日に2回までの急速充電によって島を周遊で
きること、想定する利用者を3名程度のグループと
なる個人観光客としたことから、約100km以上の
一充電走行距離（Fig.3）と乗車定員4名以上とされ、

のは容易でない。実際、長崎が長らく三菱重工にお
ける最重要拠点であった歴史を有し、さらに100台
規模のEV集中導入を行ったとしても、三菱自工が
長崎県に生産工場を立地するには至らなかった。し
かし、エネルギーについては関連産業の下地を少な
からず有し、プロジェクト期間内に総務省、NEDO、
環境省など、各国機関等によるプロジェクト獲得も
行えたことから、当該分野における取り組みは、同
プロジェクトに関連して最も地域新産業の創出につ
ながったといえる。長崎県は、同プロジェクトを県
内新産業の振興につなげるため、2011年度から「長
崎県EV等関連産業参入促進事業」を開始し、県内
企業を集めた地元事業化検討会の開催、および事業
化可能性調査委託（FS）、事業化促進事業（試作）
として県内企業による事業化を支援した。中でも、
2011年度に協和機電工業等により行われたFS事業
は、翌年度に環境省による離島型マイクログリッド
モデル構築事業に発展した。
　また、たまたま同時期に環境省による浮体式洋上
風力発電実証事業が五島市椛島において行われてい
たことから，長崎県および五島市においては、両事
業を連携させて取り組んだ。県においては、同プロ
ジェクトを所管するEVプロジェクト推進室をグ
リーンニューディール推進室と統合する形で発展的
に解消した後、洋上風力発電に加え、潮流発電等も
含めた海洋再生エネルギーのフィールド実証を推進
する「ながさき海洋・環境産業拠点特区」としての
認定を受けた海洋・環境産業創造課に引き継いでい
る。同プロジェクトによる取り組みを、長崎県とし
てより優位性を発揮できる海洋への新産業創出・振
興の取り組みに発展させつつ、EV等に関する取り
組みも、プロジェクト期間終了後、継続して行って
いる。
　2-5　長崎EV&ITSプロジェクトの成果
　同プロジェクトにおける技術的検討の成果は、
EVとITSの連携に係る各種の機器、システム等の
仕様が「長崎EV&ITSモデル発注仕様集」として
整理され、公開されている。上述した急速充電器、
充電設備ネットワークシステム、ITSスポット、観
光情報プラットフォームの他、ITS車載器に関して、
EVの 車 内CAN（Controller Area Network）か ら
情報出力を得るCANゲートウェイや、IPコンテン
ツとカーナビとで位置情報を交換する表現形式
POIX_EXなどを全国に先駆けて採用し、関係団体
における規格検討を後押しした。

　離島地域におけるEVの大量集中導入と、そのた
めのインフラ整備を進めた先進的な取り組みは、前
述のITS世界会議各回に加え、第3回日独環境
フォーラム（2010）、第1回国際EV先進都市会議

（2011）など、数多くの国際会議における発表機会
も得て、国内外への発信を積極的に行った。そのこ
とにより、経産省EV・PHVタウンベストプラクティ
スの一つとしてだけでなく、IEA（国際エネルギー
機関）によるEV City Casebookにおける2度の掲
載や、EV関連分野で最大の国際会議であるEVS-27

（2013）において、五島市・新上五島町がアジアを
代表するEV先進都市としてE-Visionary Awardを
受賞するなど、非常に高い国際的認知を得て，その
地位を確立した。
　同プロジェクトに関するマスコミ掲載件数は累
計200件超、EVレンタカー利用者数は年間約2万
人超を数えたが、一方で観光客増への効果は数%
に留まった。減少傾向にあったものをプラスに転
じさせたともいえるが、同時にさまざまな観光キャ
ンペーンの取り組みがなされており，同プロジェ
クトの直接的効果として評価することは困難であ
る。本質的にも、EVやITSはそれ自体が目的では
なく、あくまで移動手段であることからも、その
効果評価を独立に行うことが容易でないことは一
つの課題といえる。
　ただ、同プロジェクトを契機に、上述の海洋再生
可能エネルギーの実証推進に加え、自動運転やド
ローン、水中ロボット等を含むロボット新産業創造
の取り組みを始めたり、複数の県内企業がEV等の
製作に進出し、特に五島市で離島向けの超小型EV
の製造を継続的に進めたりするなど、さまざまな取
り組みが新たに始められており、先進技術による地
方創生として注目したい。
　EVは、単なるガソリン車の代替ではない。現代
の社会システムは、従来の内燃機関自動車（CV：
Combustion Vehicle）に適したようにつくられてい
るが、一方で地方部において進むガソリンスタンド
の廃業など、その構造は衰退しつつある。EVは車
というハードの姿を取りながら、移動、情報通信、
エネルギーなどの多様な領域で既存の枠組を見直さ
せ、イノベーションを興す一種の「メディア」とし
て捉えるべきであり、特に課題先進地である地方部
でこそ、大きな意味を持ち得るといえる。これまで

「辺縁」「辺境」であった離島・へき地における試みが、
次世代の持続的社会を考える上で重要な示唆を与え

る可能性がある。

　本稿では、長崎県五島列島におけるEVとITSの
実用化を目指した長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、特にそのプロジェクトの推進における要点に
ついて述べた。EVの性能や普及に関する状況、
ITSスポットサービスに関する状況などは、当時の
事情が強く関係するが、そうした状況の中で、将来
に資するよう行われた検討や判断についての報告
は、数多くの事例の客観的俯瞰に対し、文化人類学
などの分野におけるエスノグラフィ（Ethnography:
行動観察調査）といわれるものに当たり、今後、
その他の先進技術の地域への社会実装に取り組む
際に必要となる留意点を具体的に提供できると思
われる。
　筆者はその後、東京で開催されたITS世界会議

（2013）において、同プロジェクトの成果公開の後、
東北にその取り組みの場を移した。EVや自動運転、
ロボットなど、先進技術の実証・社会実装による地
方創生の取り組みには、仙台市における近未来技術
実証を推進する国家戦略特区としての認定や、その
推進のために東北次世代移動体システム技術実証コ
ンソーシアムの設立など、長崎で得られた知見・経
験が活かされている。
　また、2017年度から電気自動車普及協会（APEV）
において東京都庁に協力し、八丈島や新島など、東
京都島嶼部におけるEV導入・普及の取り組みが始
められている。持続的な地方創生のためには、地域
の課題と特性を見出し、かつ地域が主体的に取り組
めるように進めていくことが重要である。2018年8
月末から9月には現地におけるEV関連イベント開
催が予定されており、今後の進捗に注目されたい。
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（狭域通信）として規格された。しかし当時はまだ
普及前であり、当初段階で路側装置（RSU：Road 
Side Unit）の価格が非常に高額だったため、五島
における配備は、国交省が2011年3月に全国1,600
箇所に設置したことで、現実的な設備価格に下がる
のを待つこととなった。一方、既に2010年度内に
EV100台が実配備され、観光用レンタカーとして
の活用が始められており、暫定的にでも観光情報の
提供が必要だった。そのため、第1期においては、
一時的に既存のテレマティクスサービスを用い、現
地の観光情報のカーナビ上での提供が行われた。
　ITSスポットサービスによる観光情報配信という
当初構想に対し、これは少なからず方針転換を生じ
た。当時、携帯通信網を利用したテレマティクスに
よる情報提供サービスは、既に各メーカによって実
用化されており、ITSスポットサービスとは競合す
るものだった。テレマティクスサービスを採用する
のであれば、ITSスポットサービスの必要性は無い
と考えられていたのであ
る。しかし、テレマティ
クスサービスには大きな
欠点があった。情報通信
に3G等携帯網を利用す
るため、車両ごとに通信
契約が必要となり、100
台規模の運用となると、
その維持コストは後年、
地元に大きな負担を課す
ものとなる。一方、通信
契約を行わない場合は、
情報の更新修正が行えな
いという欠点が生じた。
それに対し、ITSスポッ
トサービスについては通
信料の負担が無く、設置
されたスポットとの通信
で、常に最新の情報を得
ることができる。また、

テレマティクスサービスは、各メーカで規格が分か
れ、互換性が無い問題点もあった。そうした点から、
同プロジェクトでは、「観光情報プラットフォーム」

（Fig.7）なるシステムを新たに開発した。同システ
ムでは、観光情報等の地域情報コンテンツを「地域
データセンター」において統合的に管理し、通常の
インターネット通信（TCP/IP）によって、PCやス
マートフォンなど幅広いメディア端末で閲覧できる
とともに、共通する情報をITSスポットサービスに
おけるIP系通信サービスでも得られるようにして
いる。ITSスポットサービスには、走行中の車両と
情報通信を行う非IP系の通信サービスに加え、
SA/PA等で駐車中にスポットと路車間通信を行う
IP系通信サービスが規格されており、同機能を活
用することで、テレマティクスサービスとも共用で
きるシステムを構築した。
　本プラットフォームにより、利用者がアクセスす
る地域情報がEV車両上・カーナビ上のみならず、
他メディアでも一貫して利用可能となり、また地元
事業者や住民が情報を常時更新修正することが可能
となる。観光だけでなく、地域のさまざまな情報を
登録することで、多様な用途に活用することも可能
である。通常のインターネット情報に加え、車両上
のカーナビにも情報提供できるのが大きな特徴であ
る。IPコンテンツとカーナビ上とで位置情報を交

換するための表現形式として、位置情報表現形式ガ
イドラインPOIX EXが策定されている11）。同プロ
ジェクトでは、これを参照し、システム開発、デー
タ作成、およびPC、スマートフォン、携帯電話

（フィーチャーフォン）、ITS車載器（IP系対応）の
それぞれに対するコンテンツ画面作成が行われ、「長
崎みらいナビin五島」と名付けられた（Fig.8）。こ
れにより、利用者はユーザ登録を行い、PCやスマー
トフォンなどの他メディアで事前に「My PLAN」
として目的地としたいスポットリストを登録してお
くことで、現地のIP系ITSスポット下で路車間通
信し、EV上のカーナビに比較的容易にナビルート
を設定することができる。
　2011年度にITSスポットRSUとして、IP系12基、
非IP系8基が、Fig.4に示す各スポットに整備され
た。同年度内に暫定的な情報サービスが行われた後、
2012年度に上述の観光情報プラットフォームが完
成し、オンラインで最新情報を通信可能な体制が整
えられた。また、非IP系サービスとしては、アッ
プリンクによるプローブ情報の収集を行う他、ダウ
ンリンクにより、個別プッシュおよび蓄積情報の配
信が行われる（Fig.9）。五島においては、ITSスポッ
トのRSU（Road Side Unit：路側通信装置）につい
ては、Fig.4に示すように急速充電器に併設されて
いる。IP系スポットは急速充電のための駐車中に
接続するよう設置された一方、非IP系スポットは、
主に充電インフラ設置拠点へ入場する際に通信が行
われる位置に設置され、個別プッシュ情報としては、
当該拠点における設置インフラ設備等の案内、蓄積
情報としては、当該拠点の次に向かうと考えられる
拠点の情報について、所定の道路上経由地に到達し
た際に表示されるよう配信されている。ETC2.0と
して配備されている高速道路上と異なり、五島にお
いては、一般道路上に向けた5.8GHz DSRC通信は
基本的に認められず、充電インフラ設置拠点の区域

内のみに制限された点は、非IP系スポットの設置
を考えた際の一つの課題である。これらのITSシス
テムに関する特記仕様書等についても、他の機器と
同様、長崎県HPにて公開されている９）。
　ETC2.0として配備されている高速道路上と異な
り、一般道路上でのITSスポットRSUの設置例は、
千葉県柏市における商業施設駐車場数カ所に設置さ
れている他、全国数カ所の道の駅への設置例12）、ま
た、関東や中部地域で大雨等の災害対策上、必要な
一部区間（計20箇所）13）など、いまだに多くない中、
五島のような一地域内における集中的配置は特異的
である。ETC2.0で収集されるプローブ情報は、全
国の高速道路会社等におけるプローブ処理装置を経
由して、関東地方整備局に設置されたプローブ統合
サーバに収集される。一方、五島におけるITSスポッ
トから収集されたプローブ情報は、長崎県庁に設置
されたプローブ処理装置で収集されるのみで、上記
統合サーバに基本的に接続されていない。このこと
から、2012年度に国土技術政策総合研究所により、
一般道において収集された道路プローブ情報の集
約・共有についての実証研究が行われた14）。離島故、
全国の道路サービスと分離されているからこそ実証
が行うことができた例といえる。
4 ）エネルギー関連の取り組み
　同プロジェクトでは、当初構想でのEV、ITS関
連に加え、当時スマートグリッド、スマートコミュ
ニティなどへの関心が高まっていたことから、コン
ソーシアムWG4（エコアイランド関連）として、
エネルギー関連についての検討が加えられた。これ
は、同プロジェクトにおける地域の新産業づくりに
少なからず寄与が大きかった。
　長崎県は、九州内でも自動車関連産業が最も少な
く、それが同プロジェクトを構想する動機の一つで
あったが、比較的参入しやすいとはいえ、新たに
EVに関連した新産業を特に基盤のない地域に興す

これに該当する車両として、三菱i-MiEVが選定さ
れた。これらのEVは合計で20社のレンタカー事業
者に配分され、主に観光用レンタカーとして運用さ
れた。加えて、上五島・下五島各1箇所2基ずつの
計2箇所4基の急速充電器も配置された。
　さらに翌2010年度においては、導入されたEV100
台をもってEVパレードなども行うイベントを開催

（2010年7月）し、国内外へのプロジェクトの発信
と地元住民への普及啓発、およびコンソーシアム会
員等関係者間の関係強化を行い、さらに急速充電器
計6箇所11基、トヨタプリウスPHV2台（五島市の
みに配置）、三菱i-MiEV16台、日産LEAF1台の追
加配備を行った。日産LEAFについては、一部は
レンタカーとしても配備されたが、特にタクシー事
業者からのニーズが高く、追加配備における機能要
件の一部見直しが行われ、続く2011年度には、さ
らに日産LEAF21台を追加、最終的にEV138台

（i-MiEV116台，LEAF22台）、PHV2台（プリウス
PHV）の合計140台が実配備された。
2 ）充電インフラの配備
　急速充電器については、第1期整備において、8
箇所15基の設置がWG1において提言されたが、工
事・準備期間の関係から年度をまたいで整備された。
また、充電器の配置箇所や基数については、急速充
電器1基当たり1日に最大約8台が利用すると考え、

一方で、各充電スポットが20～25kmごとに必要と
されたことに加え、急速充電でも1回30分程度の待
ち時間を要することから、その配置場所を観光、飲
食、休憩等が可能な立ち寄り拠点に整備することと
して配置案を定めた。さらに、第1期整備後の各充
電スポットの利用状況を分析し、第2期以降の追加
配備により、環境を充実させた（Fig.4）。
　この他、200V普通充電設備について、設置コス
トが安価であることから、地元市町において設置補
助制度を設け、宿泊施設、飲食店、観光施設（海水
浴場なども含む）など、幅広く整備が行われた。
　充電設備については、設置場所の分布の他にもい
くつかの要件が検討された。五島における充電設備
については、離島部故に塩害対策が必要とされた他、
世界遺産登録推進の関係もあり、景観への配慮から
第1期ではスタンド型のものが設置された。しかし、
第2期以降では選択可能な機種がほぼ一体型のみと
なったことから、設置場所が制約され、利用者の利
便性を減じることがあった（例：頭ヶ島教会（新上
五島町）など）。
　また、特に急速充電設備は初めて利用される可能
性が高く、スタッフ等が常駐する設備への設置が推
奨された一方、日中以外や遠隔の拠点では、そうし
た人員の常駐が難しく、現実的には無人で利用可能
とする必要があった。そこで専用のICカードによ

る認証システムを整備し、レンタカーと一緒にカー
ドも貸し出し、車両返却時に利用回数を確認する対
応が主に取られた。充電設備の利用管理は、前述の
地元協議会として地元自治体が毎月の事業者ごとの
利用履歴を集計・精算する方法が取られている。当
初は担当の職員が各充電設備を回り、管理状態や利
用状況の確認を行っていたが、その後、遠隔に監視・
管理等が可能な充電設備ネットワークシステム

（Fig.5）９）を地元企業中心に行い、管理業務の負担
軽減を実現している。こうした管理システムは、全
国的な企業による先行開発・商品化例があったが、
予約・決済などを省いた必要最小限の機能に絞った
開発によって、より低コストで地元ニーズに合致し
た開発導入が行われている。
3 ）ITS情報システムの整備
　以上のようなEVのために必要な整備に加え、同
プロジェクトの大きな特徴として、ITS（Intelligent 
Transport Systems: 高度道路交通システム）との
連携による「未来型ドライブ観光モデル」の構築が
掲げられ、当時ではITSスポット（現ETC2.0）と
呼ばれていた路車間通信システムの活用が試みられ
た。EVについては、既に市販化された車両や充電
機器を配備し、実運用として取り組みが行われた一

方、ITSについては、実証実験、研究開発的な取り
組みが行われたといえる。
　同プロジェクトの予算は、いわゆる道路特定財源
の一般財源化となる地域活力基盤創造交付金（後に
社会基盤整備総合交付金）が主に活用された。また、
プロジェクトの企画立案においては、国土交通省関
係者やITS分野に詳しい専門家が多く関係していた
こともあり、全国的に見ても、より先進的な取り組
みが行われたといえる。
　大きな特徴は、ITS車載器（ITSスポット対応カー
ナビ）の導入であった10）。平成30年現在、ETC2.0は、
まだ基本的に高速道路上のサービスのみにとどまっ
ており、一般道上での機能はほとんど有していない
が、同プロジェクトでは、このITSスポットの一般
道上でのサービスの可能性を検討する取り組みが行
われた。
　ITSスポットサービス（Fig.6）は、国土交通省
により、高速道路を中心として走行中の車両との高
速・大容量の路車間情報通信を行い、車両からのアッ
プリンクによる車両の走行履歴情報の収集と、ダウ
ンリンクによるインフラ側からの情報提供によっ
て、交通事故・渋滞など道路交通環境の改善に資す
ることを目的に、日本においては5.8GHzのDSRC

Fig.3　一充電走行距離の試算例



　本稿を執筆する少し前の2018年5月4日、ユネス
コ世界遺産委員会の諮問機関（イコモス）が「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について世
界遺産登録を勧告した１）２）。正式には、その後の
本委員会での決定となるが（注：2018年7月正式登
録）、2007年1月の暫定リスト登録以降、長崎県や
関係市町では一体となって本登録への活動を行って
きた成果がやっと実を結ぶこととなる。長崎県にお
いては、「明治日本の産業革命遺産」に続く2つ目
の世界遺産となるが３）、元々同県では、上記キリシ

タン関連遺産を先に候補として推進してきた。
　「長崎EV&ITSプロジェクト」は、長崎県五島列
島地域において、EV（電気自動車）とITS（高度
交通システム）の導入と、その連携統合によるモデ
ル構築と実用化を行い、離島地域に新たな産業と雇
用を創出し、地域活性化を行うことを目指して進め
られた。同じ離島地域である対馬や壱岐に対し、同
プロジェクトが、なぜ五島列島で行われたかについ
ては、いくつかの理由があるが、その一つに、この
世界遺産登録推進がある。EVを観光用のレンタ
カーやタクシーなどといった移動の足とすること
で、エコでクリーンなドライブ観光モデルの構築が
プロジェクトの目的として掲げられたのである。
　同プロジェクトは、県においては2009年度から
2013年度まで5年度にわたる取り組みであり、県庁
内における推進体制は、プロジェクト期間の終了と
共に発展的に解消された。しかし、プロジェクトと

しての予算や人員は無くなった後も、同地域では、
今もEVレンタカーやタクシーの運用が続けられて
いる他、当地におけるEV製造という直接的な取り
組みに加え、同時期に行われた浮体式洋上風力発電
の実証と関連し、海洋再生エネルギーの実証特区（な
がさき海洋・環境産業拠点特区）４）５）としての認
定や、水中ロボットや自動運転などを含むロボット
新産業の創出・振興といった新たな取り組みが創出
されている。EVやITS、スマートコミュニティと
いった先進技術の実証と社会実装の取り組みが、当
地にその地ならではの新たな産業の創出・振興へと
発展したと考えられる。
　本稿では、この長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、その構想立案に係る経緯とその推進における
各要点、そしてプロジェクトによって得られた成果
の概要について述べる。

　2-1　長崎県の離島とそこにおけるモデル創出
　長崎県における離島の数は971、有人島だけでも
73と、わが国都道府県で最も多い（2010年国勢調
査）。このうち、法指定有人離島51島の総面積は
1,550.69㎢で、県全体の約4割弱、人口は136,983人
で約1割弱を占めている６）７）。この人口は平成22
年国勢調査時点の数字であり、その数は年々減り続
け、この40年で半減している。離島部における出

生率は、県全体で見てもむしろ高い水準にあり、そ
の最大の原因は、低い有効求人倍率（本土に対し
15～20ポイント低い）や高卒者の高い島外転出率

（80 ～ 90％）に見られるように、産業と雇用の不足
に起因している。
　2009年、経済産業省は「低炭素社会づくり行動
計画」の取り組み方針にも位置付けられるEV、
PHV（プラグインハイブリッド自動車）の本格普
及に向けて、その初期需要を創出するため、モデル
地域として、まず第1期EV・PHVモデルタウン8都
府県を選定した８）。長崎県はそのうちの一つとして、
特に離島地域でのモデル創出を大きな特徴として選
定を受けた。その中でも特徴的な取り組みが、「長
崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」である。
　2-2　長崎EV&ITSプロジェクトの背景
　五島列島は、長崎県の西、東シナ海上に浮かぶ列
島地域であり、主に北側から中通島、若松島、奈留島、
久賀島、福江島の5つの島と、数多くのより小型の
離島とで構成される。また、行政区としては、主に
中通島、若松島などで構成される新上五島町（上五
島）と、奈留島以南の島で構成される五島市（下五島）
の他、北松浦郡小値賀町、佐世保市（宇久島）など
で構成される。その人口は、五島市および新上五島
町の合計で約6万人余り、面積は約635平方キロと、
東京23区とほぼ同等、車両保有台数は4万台弱とい
う規模である（Fig.1）。

　同プロジェクトにおいては、五島列島地域に100
台規模でのEV・PHVの集中導入を行い、主に観光
用のレンタカーやタクシーとして運用するととも
に、急速充電器などのEV向けインフラも集中整備
し、またITSによる観光情報システムを整備し、そ
の統合による「未来型ドライブ観光モデル」を構築
することで、観光や環境への貢献と、それを契機と
した地域産業づくりが目指された。
　同時に長崎県庁では、室長以下計6名を擁する

「EVプロジェクト推進室」の設置に加え、EV、 ITS
など先進技術に関する企画立案、プロジェクト推進
を行う必要があるため、学界から人材が求められ、
筆者が専任の政策監として就任することとなった。
　さらに、県外から優れた技術や製品、システムの
導入を促すとともに、この導入・実装をその他の地
域へのモデルとできるよう、高度で広い知見を有し
た産学官のメンバーを一同に集められる体制とし
て、「長崎EV&ITSコンソーシアム」が2009年10
月8日に設立された。同コンソーシアムは、慶應義
塾大学・川嶋弘尚教授を会長に迎え、また副会長を
九州電力から迎えることで、九州全体の産業界の参
画を得ると共に、国交省、経産省など、国の関係省
庁も含めた理事会メンバーを構成することにより、
国政策と協調する体制が整えられた（Fig.2）。また
会員には、トヨタ、日産、三菱自工など自動車メー
カー、さらに電機・カーナビメーカー、情報・イン

フラ関連企業、地場企業・団体、学識者・業界団体、
地元市町、国・他都道府県等の幅広い会員を集め、
その会員数は設立時の99社・者から、プロジェク
ト期間中は最大200超を数えた。「長崎」という一
地域の名を冠しながら、そこでの議論は国際標準化
をも視野に入れたものとなり、各分野から注目を集
めた。何より、国内はもちろん国際的に見ても、当
時これだけの規模でEVの集中導入を行ったところ
は無く、そうした本格的な実装から得られる知見の
重要性が注目されたのが理由といえる。
　離島におけるEV導入については、離島における
燃料代の高さが理由の一つとして挙げられるが、実
際には必ずしも当てはまらない。現地においては、
離島振興法等により、揮発油税の減免措置や石油小
売価格への支援が既に行われており、将来的な不安
や懸念はありつつも、短期的な対応を必要とする動
機とはなっていない。その点で、国や上記コンソー
シアム等による長期的視野に基づく推進の必要性が
あったと考えられる。
　2-3　長崎EV&ITSコンソーシアム
　同プロジェクトの取り組みは、上記コンソーシア
ムにおける方針検討の下で進められた。当初におい
て、プロジェクト全体計画およびコンソーシアムの
運営は、道路新産業創造機構（HIDO）が事務局と
して受託して行われ、まず短期的に実現可能な施策
から実施し、2010年10月開催の釜山ITS世界会議

を目標に開発・実配備を行い、世界の有識者へPR
を行うものとされた。さらにその後は、途中期間で
の進捗報告を行いつつ、2013年10月に東京で開催
されるITS世界会議において、システム、サービス
のさらなる取り組みが進んだプロジェクトの最新成
果を発信することが目標として定められた。
　その実現のため、コンソーシアムの下に、各分野
について具体的検討を行う作業部会（WG）が設置
された。すなわち、導入されるEV・PHV等の車両や、
充電設備に関連するWG1、DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）路側装置など、
ITSインフラやITS車載器に関連するWG2、情報
コンテンツやサービス・システムの整備や地域情報
の収集・提供等の運用方法に関連するWG3、さら
に当時、スマートグリッド・マイクログリッド、ス
マートコミュニティ等に対する注目度が高かったこ
とから、世界遺産登録推進に向けても、EVへ供給
するエネルギーを再生可能エネルギーで賄えるよう
なエコアイランド推進の検討を行うWG4の4つが
設置された。
　まず初年度2009年度においては、WG1に関して、
EV・PHV利用経験の無い観光客が従来のガソリン
車と同様の利便性を極力確保できるような仕様とす
ることを基本コンセプトに、普通充電設備、急速充
電設備、車両に対する各要件が策定された。
　WG2以下、他のWGについても同様に、基本コン

セプトおよび、それに合致する各機器等の要件が定
められた。これらの各WGでの検討結果は、機能要
件、技術的要件といった形で、対象とする五島列島
地域のみならず、他地域にも適用可能なように策定
されている。一方、上記コンソーシアムとは別に、
対象地域とした新上五島町および五島市において、
各EV・ITS実配備促進協議会（地元協議会）が設
置されている。地元協議会は、地元の自治体やレン
タカー、タクシー事業者、宿泊・観光事業者などで
構成され、上述の各要件を基に地元のニーズ等を考
慮して発注仕様書を作成し、EV等の導入を行うと
共に、それらの運用管理を行っている。なお、これ
らの発注仕様書は、他地域でも参考にできるよう、
県HPにおいて公開されている９）。
　2-4　長崎EV&ITSプロジェクトの推進
1 ）EV等の配備
　同プロジェクトでは、まず2009年度において、初
期導入としてEV100台の実配備を行った。詳細な
内訳は、新上五島町（上五島）35台、五島市（下五島）
65台と、おおむね1：2の比率としており、これは
上五島、下五島の人口比や年間の観光客数の規模に
相当する。コンソーシアムWG1における機能要件
が、1日に2回までの急速充電によって島を周遊で
きること、想定する利用者を3名程度のグループと
なる個人観光客としたことから、約100km以上の
一充電走行距離（Fig.3）と乗車定員4名以上とされ、

のは容易でない。実際、長崎が長らく三菱重工にお
ける最重要拠点であった歴史を有し、さらに100台
規模のEV集中導入を行ったとしても、三菱自工が
長崎県に生産工場を立地するには至らなかった。し
かし、エネルギーについては関連産業の下地を少な
からず有し、プロジェクト期間内に総務省、NEDO、
環境省など、各国機関等によるプロジェクト獲得も
行えたことから、当該分野における取り組みは、同
プロジェクトに関連して最も地域新産業の創出につ
ながったといえる。長崎県は、同プロジェクトを県
内新産業の振興につなげるため、2011年度から「長
崎県EV等関連産業参入促進事業」を開始し、県内
企業を集めた地元事業化検討会の開催、および事業
化可能性調査委託（FS）、事業化促進事業（試作）
として県内企業による事業化を支援した。中でも、
2011年度に協和機電工業等により行われたFS事業
は、翌年度に環境省による離島型マイクログリッド
モデル構築事業に発展した。
　また、たまたま同時期に環境省による浮体式洋上
風力発電実証事業が五島市椛島において行われてい
たことから，長崎県および五島市においては、両事
業を連携させて取り組んだ。県においては、同プロ
ジェクトを所管するEVプロジェクト推進室をグ
リーンニューディール推進室と統合する形で発展的
に解消した後、洋上風力発電に加え、潮流発電等も
含めた海洋再生エネルギーのフィールド実証を推進
する「ながさき海洋・環境産業拠点特区」としての
認定を受けた海洋・環境産業創造課に引き継いでい
る。同プロジェクトによる取り組みを、長崎県とし
てより優位性を発揮できる海洋への新産業創出・振
興の取り組みに発展させつつ、EV等に関する取り
組みも、プロジェクト期間終了後、継続して行って
いる。
　2-5　長崎EV&ITSプロジェクトの成果
　同プロジェクトにおける技術的検討の成果は、
EVとITSの連携に係る各種の機器、システム等の
仕様が「長崎EV&ITSモデル発注仕様集」として
整理され、公開されている。上述した急速充電器、
充電設備ネットワークシステム、ITSスポット、観
光情報プラットフォームの他、ITS車載器に関して、
EVの 車 内CAN（Controller Area Network）か ら
情報出力を得るCANゲートウェイや、IPコンテン
ツとカーナビとで位置情報を交換する表現形式
POIX_EXなどを全国に先駆けて採用し、関係団体
における規格検討を後押しした。

　離島地域におけるEVの大量集中導入と、そのた
めのインフラ整備を進めた先進的な取り組みは、前
述のITS世界会議各回に加え、第3回日独環境
フォーラム（2010）、第1回国際EV先進都市会議

（2011）など、数多くの国際会議における発表機会
も得て、国内外への発信を積極的に行った。そのこ
とにより、経産省EV・PHVタウンベストプラクティ
スの一つとしてだけでなく、IEA（国際エネルギー
機関）によるEV City Casebookにおける2度の掲
載や、EV関連分野で最大の国際会議であるEVS-27

（2013）において、五島市・新上五島町がアジアを
代表するEV先進都市としてE-Visionary Awardを
受賞するなど、非常に高い国際的認知を得て，その
地位を確立した。
　同プロジェクトに関するマスコミ掲載件数は累
計200件超、EVレンタカー利用者数は年間約2万
人超を数えたが、一方で観光客増への効果は数%
に留まった。減少傾向にあったものをプラスに転
じさせたともいえるが、同時にさまざまな観光キャ
ンペーンの取り組みがなされており，同プロジェ
クトの直接的効果として評価することは困難であ
る。本質的にも、EVやITSはそれ自体が目的では
なく、あくまで移動手段であることからも、その
効果評価を独立に行うことが容易でないことは一
つの課題といえる。
　ただ、同プロジェクトを契機に、上述の海洋再生
可能エネルギーの実証推進に加え、自動運転やド
ローン、水中ロボット等を含むロボット新産業創造
の取り組みを始めたり、複数の県内企業がEV等の
製作に進出し、特に五島市で離島向けの超小型EV
の製造を継続的に進めたりするなど、さまざまな取
り組みが新たに始められており、先進技術による地
方創生として注目したい。
　EVは、単なるガソリン車の代替ではない。現代
の社会システムは、従来の内燃機関自動車（CV：
Combustion Vehicle）に適したようにつくられてい
るが、一方で地方部において進むガソリンスタンド
の廃業など、その構造は衰退しつつある。EVは車
というハードの姿を取りながら、移動、情報通信、
エネルギーなどの多様な領域で既存の枠組を見直さ
せ、イノベーションを興す一種の「メディア」とし
て捉えるべきであり、特に課題先進地である地方部
でこそ、大きな意味を持ち得るといえる。これまで

「辺縁」「辺境」であった離島・へき地における試みが、
次世代の持続的社会を考える上で重要な示唆を与え

る可能性がある。

　本稿では、長崎県五島列島におけるEVとITSの
実用化を目指した長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、特にそのプロジェクトの推進における要点に
ついて述べた。EVの性能や普及に関する状況、
ITSスポットサービスに関する状況などは、当時の
事情が強く関係するが、そうした状況の中で、将来
に資するよう行われた検討や判断についての報告
は、数多くの事例の客観的俯瞰に対し、文化人類学
などの分野におけるエスノグラフィ（Ethnography:
行動観察調査）といわれるものに当たり、今後、
その他の先進技術の地域への社会実装に取り組む
際に必要となる留意点を具体的に提供できると思
われる。
　筆者はその後、東京で開催されたITS世界会議

（2013）において、同プロジェクトの成果公開の後、
東北にその取り組みの場を移した。EVや自動運転、
ロボットなど、先進技術の実証・社会実装による地
方創生の取り組みには、仙台市における近未来技術
実証を推進する国家戦略特区としての認定や、その
推進のために東北次世代移動体システム技術実証コ
ンソーシアムの設立など、長崎で得られた知見・経
験が活かされている。
　また、2017年度から電気自動車普及協会（APEV）
において東京都庁に協力し、八丈島や新島など、東
京都島嶼部におけるEV導入・普及の取り組みが始
められている。持続的な地方創生のためには、地域
の課題と特性を見出し、かつ地域が主体的に取り組
めるように進めていくことが重要である。2018年8
月末から9月には現地におけるEV関連イベント開
催が予定されており、今後の進捗に注目されたい。
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（狭域通信）として規格された。しかし当時はまだ
普及前であり、当初段階で路側装置（RSU：Road 
Side Unit）の価格が非常に高額だったため、五島
における配備は、国交省が2011年3月に全国1,600
箇所に設置したことで、現実的な設備価格に下がる
のを待つこととなった。一方、既に2010年度内に
EV100台が実配備され、観光用レンタカーとして
の活用が始められており、暫定的にでも観光情報の
提供が必要だった。そのため、第1期においては、
一時的に既存のテレマティクスサービスを用い、現
地の観光情報のカーナビ上での提供が行われた。
　ITSスポットサービスによる観光情報配信という
当初構想に対し、これは少なからず方針転換を生じ
た。当時、携帯通信網を利用したテレマティクスに
よる情報提供サービスは、既に各メーカによって実
用化されており、ITSスポットサービスとは競合す
るものだった。テレマティクスサービスを採用する
のであれば、ITSスポットサービスの必要性は無い
と考えられていたのであ
る。しかし、テレマティ
クスサービスには大きな
欠点があった。情報通信
に3G等携帯網を利用す
るため、車両ごとに通信
契約が必要となり、100
台規模の運用となると、
その維持コストは後年、
地元に大きな負担を課す
ものとなる。一方、通信
契約を行わない場合は、
情報の更新修正が行えな
いという欠点が生じた。
それに対し、ITSスポッ
トサービスについては通
信料の負担が無く、設置
されたスポットとの通信
で、常に最新の情報を得
ることができる。また、

テレマティクスサービスは、各メーカで規格が分か
れ、互換性が無い問題点もあった。そうした点から、
同プロジェクトでは、「観光情報プラットフォーム」

（Fig.7）なるシステムを新たに開発した。同システ
ムでは、観光情報等の地域情報コンテンツを「地域
データセンター」において統合的に管理し、通常の
インターネット通信（TCP/IP）によって、PCやス
マートフォンなど幅広いメディア端末で閲覧できる
とともに、共通する情報をITSスポットサービスに
おけるIP系通信サービスでも得られるようにして
いる。ITSスポットサービスには、走行中の車両と
情報通信を行う非IP系の通信サービスに加え、
SA/PA等で駐車中にスポットと路車間通信を行う
IP系通信サービスが規格されており、同機能を活
用することで、テレマティクスサービスとも共用で
きるシステムを構築した。
　本プラットフォームにより、利用者がアクセスす
る地域情報がEV車両上・カーナビ上のみならず、
他メディアでも一貫して利用可能となり、また地元
事業者や住民が情報を常時更新修正することが可能
となる。観光だけでなく、地域のさまざまな情報を
登録することで、多様な用途に活用することも可能
である。通常のインターネット情報に加え、車両上
のカーナビにも情報提供できるのが大きな特徴であ
る。IPコンテンツとカーナビ上とで位置情報を交

換するための表現形式として、位置情報表現形式ガ
イドラインPOIX EXが策定されている11）。同プロ
ジェクトでは、これを参照し、システム開発、デー
タ作成、およびPC、スマートフォン、携帯電話

（フィーチャーフォン）、ITS車載器（IP系対応）の
それぞれに対するコンテンツ画面作成が行われ、「長
崎みらいナビin五島」と名付けられた（Fig.8）。こ
れにより、利用者はユーザ登録を行い、PCやスマー
トフォンなどの他メディアで事前に「My PLAN」
として目的地としたいスポットリストを登録してお
くことで、現地のIP系ITSスポット下で路車間通
信し、EV上のカーナビに比較的容易にナビルート
を設定することができる。
　2011年度にITSスポットRSUとして、IP系12基、
非IP系8基が、Fig.4に示す各スポットに整備され
た。同年度内に暫定的な情報サービスが行われた後、
2012年度に上述の観光情報プラットフォームが完
成し、オンラインで最新情報を通信可能な体制が整
えられた。また、非IP系サービスとしては、アッ
プリンクによるプローブ情報の収集を行う他、ダウ
ンリンクにより、個別プッシュおよび蓄積情報の配
信が行われる（Fig.9）。五島においては、ITSスポッ
トのRSU（Road Side Unit：路側通信装置）につい
ては、Fig.4に示すように急速充電器に併設されて
いる。IP系スポットは急速充電のための駐車中に
接続するよう設置された一方、非IP系スポットは、
主に充電インフラ設置拠点へ入場する際に通信が行
われる位置に設置され、個別プッシュ情報としては、
当該拠点における設置インフラ設備等の案内、蓄積
情報としては、当該拠点の次に向かうと考えられる
拠点の情報について、所定の道路上経由地に到達し
た際に表示されるよう配信されている。ETC2.0と
して配備されている高速道路上と異なり、五島にお
いては、一般道路上に向けた5.8GHz DSRC通信は
基本的に認められず、充電インフラ設置拠点の区域

内のみに制限された点は、非IP系スポットの設置
を考えた際の一つの課題である。これらのITSシス
テムに関する特記仕様書等についても、他の機器と
同様、長崎県HPにて公開されている９）。
　ETC2.0として配備されている高速道路上と異な
り、一般道路上でのITSスポットRSUの設置例は、
千葉県柏市における商業施設駐車場数カ所に設置さ
れている他、全国数カ所の道の駅への設置例12）、ま
た、関東や中部地域で大雨等の災害対策上、必要な
一部区間（計20箇所）13）など、いまだに多くない中、
五島のような一地域内における集中的配置は特異的
である。ETC2.0で収集されるプローブ情報は、全
国の高速道路会社等におけるプローブ処理装置を経
由して、関東地方整備局に設置されたプローブ統合
サーバに収集される。一方、五島におけるITSスポッ
トから収集されたプローブ情報は、長崎県庁に設置
されたプローブ処理装置で収集されるのみで、上記
統合サーバに基本的に接続されていない。このこと
から、2012年度に国土技術政策総合研究所により、
一般道において収集された道路プローブ情報の集
約・共有についての実証研究が行われた14）。離島故、
全国の道路サービスと分離されているからこそ実証
が行うことができた例といえる。
4 ）エネルギー関連の取り組み
　同プロジェクトでは、当初構想でのEV、ITS関
連に加え、当時スマートグリッド、スマートコミュ
ニティなどへの関心が高まっていたことから、コン
ソーシアムWG4（エコアイランド関連）として、
エネルギー関連についての検討が加えられた。これ
は、同プロジェクトにおける地域の新産業づくりに
少なからず寄与が大きかった。
　長崎県は、九州内でも自動車関連産業が最も少な
く、それが同プロジェクトを構想する動機の一つで
あったが、比較的参入しやすいとはいえ、新たに
EVに関連した新産業を特に基盤のない地域に興す
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これに該当する車両として、三菱i-MiEVが選定さ
れた。これらのEVは合計で20社のレンタカー事業
者に配分され、主に観光用レンタカーとして運用さ
れた。加えて、上五島・下五島各1箇所2基ずつの
計2箇所4基の急速充電器も配置された。
　さらに翌2010年度においては、導入されたEV100
台をもってEVパレードなども行うイベントを開催

（2010年7月）し、国内外へのプロジェクトの発信
と地元住民への普及啓発、およびコンソーシアム会
員等関係者間の関係強化を行い、さらに急速充電器
計6箇所11基、トヨタプリウスPHV2台（五島市の
みに配置）、三菱i-MiEV16台、日産LEAF1台の追
加配備を行った。日産LEAFについては、一部は
レンタカーとしても配備されたが、特にタクシー事
業者からのニーズが高く、追加配備における機能要
件の一部見直しが行われ、続く2011年度には、さ
らに日産LEAF21台を追加、最終的にEV138台

（i-MiEV116台，LEAF22台）、PHV2台（プリウス
PHV）の合計140台が実配備された。
2 ）充電インフラの配備
　急速充電器については、第1期整備において、8
箇所15基の設置がWG1において提言されたが、工
事・準備期間の関係から年度をまたいで整備された。
また、充電器の配置箇所や基数については、急速充
電器1基当たり1日に最大約8台が利用すると考え、

一方で、各充電スポットが20～25kmごとに必要と
されたことに加え、急速充電でも1回30分程度の待
ち時間を要することから、その配置場所を観光、飲
食、休憩等が可能な立ち寄り拠点に整備することと
して配置案を定めた。さらに、第1期整備後の各充
電スポットの利用状況を分析し、第2期以降の追加
配備により、環境を充実させた（Fig.4）。
　この他、200V普通充電設備について、設置コス
トが安価であることから、地元市町において設置補
助制度を設け、宿泊施設、飲食店、観光施設（海水
浴場なども含む）など、幅広く整備が行われた。
　充電設備については、設置場所の分布の他にもい
くつかの要件が検討された。五島における充電設備
については、離島部故に塩害対策が必要とされた他、
世界遺産登録推進の関係もあり、景観への配慮から
第1期ではスタンド型のものが設置された。しかし、
第2期以降では選択可能な機種がほぼ一体型のみと
なったことから、設置場所が制約され、利用者の利
便性を減じることがあった（例：頭ヶ島教会（新上
五島町）など）。
　また、特に急速充電設備は初めて利用される可能
性が高く、スタッフ等が常駐する設備への設置が推
奨された一方、日中以外や遠隔の拠点では、そうし
た人員の常駐が難しく、現実的には無人で利用可能
とする必要があった。そこで専用のICカードによ

る認証システムを整備し、レンタカーと一緒にカー
ドも貸し出し、車両返却時に利用回数を確認する対
応が主に取られた。充電設備の利用管理は、前述の
地元協議会として地元自治体が毎月の事業者ごとの
利用履歴を集計・精算する方法が取られている。当
初は担当の職員が各充電設備を回り、管理状態や利
用状況の確認を行っていたが、その後、遠隔に監視・
管理等が可能な充電設備ネットワークシステム

（Fig.5）９）を地元企業中心に行い、管理業務の負担
軽減を実現している。こうした管理システムは、全
国的な企業による先行開発・商品化例があったが、
予約・決済などを省いた必要最小限の機能に絞った
開発によって、より低コストで地元ニーズに合致し
た開発導入が行われている。
3 ）ITS情報システムの整備
　以上のようなEVのために必要な整備に加え、同
プロジェクトの大きな特徴として、ITS（Intelligent 
Transport Systems: 高度道路交通システム）との
連携による「未来型ドライブ観光モデル」の構築が
掲げられ、当時ではITSスポット（現ETC2.0）と
呼ばれていた路車間通信システムの活用が試みられ
た。EVについては、既に市販化された車両や充電
機器を配備し、実運用として取り組みが行われた一

方、ITSについては、実証実験、研究開発的な取り
組みが行われたといえる。
　同プロジェクトの予算は、いわゆる道路特定財源
の一般財源化となる地域活力基盤創造交付金（後に
社会基盤整備総合交付金）が主に活用された。また、
プロジェクトの企画立案においては、国土交通省関
係者やITS分野に詳しい専門家が多く関係していた
こともあり、全国的に見ても、より先進的な取り組
みが行われたといえる。
　大きな特徴は、ITS車載器（ITSスポット対応カー
ナビ）の導入であった10）。平成30年現在、ETC2.0は、
まだ基本的に高速道路上のサービスのみにとどまっ
ており、一般道上での機能はほとんど有していない
が、同プロジェクトでは、このITSスポットの一般
道上でのサービスの可能性を検討する取り組みが行
われた。
　ITSスポットサービス（Fig.6）は、国土交通省
により、高速道路を中心として走行中の車両との高
速・大容量の路車間情報通信を行い、車両からのアッ
プリンクによる車両の走行履歴情報の収集と、ダウ
ンリンクによるインフラ側からの情報提供によっ
て、交通事故・渋滞など道路交通環境の改善に資す
ることを目的に、日本においては5.8GHzのDSRCFig.4　長崎五島に整備されたインフラ配置図



　本稿を執筆する少し前の2018年5月4日、ユネス
コ世界遺産委員会の諮問機関（イコモス）が「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について世
界遺産登録を勧告した１）２）。正式には、その後の
本委員会での決定となるが（注：2018年7月正式登
録）、2007年1月の暫定リスト登録以降、長崎県や
関係市町では一体となって本登録への活動を行って
きた成果がやっと実を結ぶこととなる。長崎県にお
いては、「明治日本の産業革命遺産」に続く2つ目
の世界遺産となるが３）、元々同県では、上記キリシ

タン関連遺産を先に候補として推進してきた。
　「長崎EV&ITSプロジェクト」は、長崎県五島列
島地域において、EV（電気自動車）とITS（高度
交通システム）の導入と、その連携統合によるモデ
ル構築と実用化を行い、離島地域に新たな産業と雇
用を創出し、地域活性化を行うことを目指して進め
られた。同じ離島地域である対馬や壱岐に対し、同
プロジェクトが、なぜ五島列島で行われたかについ
ては、いくつかの理由があるが、その一つに、この
世界遺産登録推進がある。EVを観光用のレンタ
カーやタクシーなどといった移動の足とすること
で、エコでクリーンなドライブ観光モデルの構築が
プロジェクトの目的として掲げられたのである。
　同プロジェクトは、県においては2009年度から
2013年度まで5年度にわたる取り組みであり、県庁
内における推進体制は、プロジェクト期間の終了と
共に発展的に解消された。しかし、プロジェクトと

しての予算や人員は無くなった後も、同地域では、
今もEVレンタカーやタクシーの運用が続けられて
いる他、当地におけるEV製造という直接的な取り
組みに加え、同時期に行われた浮体式洋上風力発電
の実証と関連し、海洋再生エネルギーの実証特区（な
がさき海洋・環境産業拠点特区）４）５）としての認
定や、水中ロボットや自動運転などを含むロボット
新産業の創出・振興といった新たな取り組みが創出
されている。EVやITS、スマートコミュニティと
いった先進技術の実証と社会実装の取り組みが、当
地にその地ならではの新たな産業の創出・振興へと
発展したと考えられる。
　本稿では、この長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、その構想立案に係る経緯とその推進における
各要点、そしてプロジェクトによって得られた成果
の概要について述べる。

　2-1　長崎県の離島とそこにおけるモデル創出
　長崎県における離島の数は971、有人島だけでも
73と、わが国都道府県で最も多い（2010年国勢調
査）。このうち、法指定有人離島51島の総面積は
1,550.69㎢で、県全体の約4割弱、人口は136,983人
で約1割弱を占めている６）７）。この人口は平成22
年国勢調査時点の数字であり、その数は年々減り続
け、この40年で半減している。離島部における出

生率は、県全体で見てもむしろ高い水準にあり、そ
の最大の原因は、低い有効求人倍率（本土に対し
15～20ポイント低い）や高卒者の高い島外転出率

（80 ～ 90％）に見られるように、産業と雇用の不足
に起因している。
　2009年、経済産業省は「低炭素社会づくり行動
計画」の取り組み方針にも位置付けられるEV、
PHV（プラグインハイブリッド自動車）の本格普
及に向けて、その初期需要を創出するため、モデル
地域として、まず第1期EV・PHVモデルタウン8都
府県を選定した８）。長崎県はそのうちの一つとして、
特に離島地域でのモデル創出を大きな特徴として選
定を受けた。その中でも特徴的な取り組みが、「長
崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」である。
　2-2　長崎EV&ITSプロジェクトの背景
　五島列島は、長崎県の西、東シナ海上に浮かぶ列
島地域であり、主に北側から中通島、若松島、奈留島、
久賀島、福江島の5つの島と、数多くのより小型の
離島とで構成される。また、行政区としては、主に
中通島、若松島などで構成される新上五島町（上五
島）と、奈留島以南の島で構成される五島市（下五島）
の他、北松浦郡小値賀町、佐世保市（宇久島）など
で構成される。その人口は、五島市および新上五島
町の合計で約6万人余り、面積は約635平方キロと、
東京23区とほぼ同等、車両保有台数は4万台弱とい
う規模である（Fig.1）。

　同プロジェクトにおいては、五島列島地域に100
台規模でのEV・PHVの集中導入を行い、主に観光
用のレンタカーやタクシーとして運用するととも
に、急速充電器などのEV向けインフラも集中整備
し、またITSによる観光情報システムを整備し、そ
の統合による「未来型ドライブ観光モデル」を構築
することで、観光や環境への貢献と、それを契機と
した地域産業づくりが目指された。
　同時に長崎県庁では、室長以下計6名を擁する

「EVプロジェクト推進室」の設置に加え、EV、 ITS
など先進技術に関する企画立案、プロジェクト推進
を行う必要があるため、学界から人材が求められ、
筆者が専任の政策監として就任することとなった。
　さらに、県外から優れた技術や製品、システムの
導入を促すとともに、この導入・実装をその他の地
域へのモデルとできるよう、高度で広い知見を有し
た産学官のメンバーを一同に集められる体制とし
て、「長崎EV&ITSコンソーシアム」が2009年10
月8日に設立された。同コンソーシアムは、慶應義
塾大学・川嶋弘尚教授を会長に迎え、また副会長を
九州電力から迎えることで、九州全体の産業界の参
画を得ると共に、国交省、経産省など、国の関係省
庁も含めた理事会メンバーを構成することにより、
国政策と協調する体制が整えられた（Fig.2）。また
会員には、トヨタ、日産、三菱自工など自動車メー
カー、さらに電機・カーナビメーカー、情報・イン

フラ関連企業、地場企業・団体、学識者・業界団体、
地元市町、国・他都道府県等の幅広い会員を集め、
その会員数は設立時の99社・者から、プロジェク
ト期間中は最大200超を数えた。「長崎」という一
地域の名を冠しながら、そこでの議論は国際標準化
をも視野に入れたものとなり、各分野から注目を集
めた。何より、国内はもちろん国際的に見ても、当
時これだけの規模でEVの集中導入を行ったところ
は無く、そうした本格的な実装から得られる知見の
重要性が注目されたのが理由といえる。
　離島におけるEV導入については、離島における
燃料代の高さが理由の一つとして挙げられるが、実
際には必ずしも当てはまらない。現地においては、
離島振興法等により、揮発油税の減免措置や石油小
売価格への支援が既に行われており、将来的な不安
や懸念はありつつも、短期的な対応を必要とする動
機とはなっていない。その点で、国や上記コンソー
シアム等による長期的視野に基づく推進の必要性が
あったと考えられる。
　2-3　長崎EV&ITSコンソーシアム
　同プロジェクトの取り組みは、上記コンソーシア
ムにおける方針検討の下で進められた。当初におい
て、プロジェクト全体計画およびコンソーシアムの
運営は、道路新産業創造機構（HIDO）が事務局と
して受託して行われ、まず短期的に実現可能な施策
から実施し、2010年10月開催の釜山ITS世界会議

を目標に開発・実配備を行い、世界の有識者へPR
を行うものとされた。さらにその後は、途中期間で
の進捗報告を行いつつ、2013年10月に東京で開催
されるITS世界会議において、システム、サービス
のさらなる取り組みが進んだプロジェクトの最新成
果を発信することが目標として定められた。
　その実現のため、コンソーシアムの下に、各分野
について具体的検討を行う作業部会（WG）が設置
された。すなわち、導入されるEV・PHV等の車両や、
充電設備に関連するWG1、DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）路側装置など、
ITSインフラやITS車載器に関連するWG2、情報
コンテンツやサービス・システムの整備や地域情報
の収集・提供等の運用方法に関連するWG3、さら
に当時、スマートグリッド・マイクログリッド、ス
マートコミュニティ等に対する注目度が高かったこ
とから、世界遺産登録推進に向けても、EVへ供給
するエネルギーを再生可能エネルギーで賄えるよう
なエコアイランド推進の検討を行うWG4の4つが
設置された。
　まず初年度2009年度においては、WG1に関して、
EV・PHV利用経験の無い観光客が従来のガソリン
車と同様の利便性を極力確保できるような仕様とす
ることを基本コンセプトに、普通充電設備、急速充
電設備、車両に対する各要件が策定された。
　WG2以下、他のWGについても同様に、基本コン

セプトおよび、それに合致する各機器等の要件が定
められた。これらの各WGでの検討結果は、機能要
件、技術的要件といった形で、対象とする五島列島
地域のみならず、他地域にも適用可能なように策定
されている。一方、上記コンソーシアムとは別に、
対象地域とした新上五島町および五島市において、
各EV・ITS実配備促進協議会（地元協議会）が設
置されている。地元協議会は、地元の自治体やレン
タカー、タクシー事業者、宿泊・観光事業者などで
構成され、上述の各要件を基に地元のニーズ等を考
慮して発注仕様書を作成し、EV等の導入を行うと
共に、それらの運用管理を行っている。なお、これ
らの発注仕様書は、他地域でも参考にできるよう、
県HPにおいて公開されている９）。
　2-4　長崎EV&ITSプロジェクトの推進
1 ）EV等の配備
　同プロジェクトでは、まず2009年度において、初
期導入としてEV100台の実配備を行った。詳細な
内訳は、新上五島町（上五島）35台、五島市（下五島）
65台と、おおむね1：2の比率としており、これは
上五島、下五島の人口比や年間の観光客数の規模に
相当する。コンソーシアムWG1における機能要件
が、1日に2回までの急速充電によって島を周遊で
きること、想定する利用者を3名程度のグループと
なる個人観光客としたことから、約100km以上の
一充電走行距離（Fig.3）と乗車定員4名以上とされ、

のは容易でない。実際、長崎が長らく三菱重工にお
ける最重要拠点であった歴史を有し、さらに100台
規模のEV集中導入を行ったとしても、三菱自工が
長崎県に生産工場を立地するには至らなかった。し
かし、エネルギーについては関連産業の下地を少な
からず有し、プロジェクト期間内に総務省、NEDO、
環境省など、各国機関等によるプロジェクト獲得も
行えたことから、当該分野における取り組みは、同
プロジェクトに関連して最も地域新産業の創出につ
ながったといえる。長崎県は、同プロジェクトを県
内新産業の振興につなげるため、2011年度から「長
崎県EV等関連産業参入促進事業」を開始し、県内
企業を集めた地元事業化検討会の開催、および事業
化可能性調査委託（FS）、事業化促進事業（試作）
として県内企業による事業化を支援した。中でも、
2011年度に協和機電工業等により行われたFS事業
は、翌年度に環境省による離島型マイクログリッド
モデル構築事業に発展した。
　また、たまたま同時期に環境省による浮体式洋上
風力発電実証事業が五島市椛島において行われてい
たことから，長崎県および五島市においては、両事
業を連携させて取り組んだ。県においては、同プロ
ジェクトを所管するEVプロジェクト推進室をグ
リーンニューディール推進室と統合する形で発展的
に解消した後、洋上風力発電に加え、潮流発電等も
含めた海洋再生エネルギーのフィールド実証を推進
する「ながさき海洋・環境産業拠点特区」としての
認定を受けた海洋・環境産業創造課に引き継いでい
る。同プロジェクトによる取り組みを、長崎県とし
てより優位性を発揮できる海洋への新産業創出・振
興の取り組みに発展させつつ、EV等に関する取り
組みも、プロジェクト期間終了後、継続して行って
いる。
　2-5　長崎EV&ITSプロジェクトの成果
　同プロジェクトにおける技術的検討の成果は、
EVとITSの連携に係る各種の機器、システム等の
仕様が「長崎EV&ITSモデル発注仕様集」として
整理され、公開されている。上述した急速充電器、
充電設備ネットワークシステム、ITSスポット、観
光情報プラットフォームの他、ITS車載器に関して、
EVの 車 内CAN（Controller Area Network）か ら
情報出力を得るCANゲートウェイや、IPコンテン
ツとカーナビとで位置情報を交換する表現形式
POIX_EXなどを全国に先駆けて採用し、関係団体
における規格検討を後押しした。

　離島地域におけるEVの大量集中導入と、そのた
めのインフラ整備を進めた先進的な取り組みは、前
述のITS世界会議各回に加え、第3回日独環境
フォーラム（2010）、第1回国際EV先進都市会議

（2011）など、数多くの国際会議における発表機会
も得て、国内外への発信を積極的に行った。そのこ
とにより、経産省EV・PHVタウンベストプラクティ
スの一つとしてだけでなく、IEA（国際エネルギー
機関）によるEV City Casebookにおける2度の掲
載や、EV関連分野で最大の国際会議であるEVS-27

（2013）において、五島市・新上五島町がアジアを
代表するEV先進都市としてE-Visionary Awardを
受賞するなど、非常に高い国際的認知を得て，その
地位を確立した。
　同プロジェクトに関するマスコミ掲載件数は累
計200件超、EVレンタカー利用者数は年間約2万
人超を数えたが、一方で観光客増への効果は数%
に留まった。減少傾向にあったものをプラスに転
じさせたともいえるが、同時にさまざまな観光キャ
ンペーンの取り組みがなされており，同プロジェ
クトの直接的効果として評価することは困難であ
る。本質的にも、EVやITSはそれ自体が目的では
なく、あくまで移動手段であることからも、その
効果評価を独立に行うことが容易でないことは一
つの課題といえる。
　ただ、同プロジェクトを契機に、上述の海洋再生
可能エネルギーの実証推進に加え、自動運転やド
ローン、水中ロボット等を含むロボット新産業創造
の取り組みを始めたり、複数の県内企業がEV等の
製作に進出し、特に五島市で離島向けの超小型EV
の製造を継続的に進めたりするなど、さまざまな取
り組みが新たに始められており、先進技術による地
方創生として注目したい。
　EVは、単なるガソリン車の代替ではない。現代
の社会システムは、従来の内燃機関自動車（CV：
Combustion Vehicle）に適したようにつくられてい
るが、一方で地方部において進むガソリンスタンド
の廃業など、その構造は衰退しつつある。EVは車
というハードの姿を取りながら、移動、情報通信、
エネルギーなどの多様な領域で既存の枠組を見直さ
せ、イノベーションを興す一種の「メディア」とし
て捉えるべきであり、特に課題先進地である地方部
でこそ、大きな意味を持ち得るといえる。これまで

「辺縁」「辺境」であった離島・へき地における試みが、
次世代の持続的社会を考える上で重要な示唆を与え

る可能性がある。

　本稿では、長崎県五島列島におけるEVとITSの
実用化を目指した長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、特にそのプロジェクトの推進における要点に
ついて述べた。EVの性能や普及に関する状況、
ITSスポットサービスに関する状況などは、当時の
事情が強く関係するが、そうした状況の中で、将来
に資するよう行われた検討や判断についての報告
は、数多くの事例の客観的俯瞰に対し、文化人類学
などの分野におけるエスノグラフィ（Ethnography:
行動観察調査）といわれるものに当たり、今後、
その他の先進技術の地域への社会実装に取り組む
際に必要となる留意点を具体的に提供できると思
われる。
　筆者はその後、東京で開催されたITS世界会議

（2013）において、同プロジェクトの成果公開の後、
東北にその取り組みの場を移した。EVや自動運転、
ロボットなど、先進技術の実証・社会実装による地
方創生の取り組みには、仙台市における近未来技術
実証を推進する国家戦略特区としての認定や、その
推進のために東北次世代移動体システム技術実証コ
ンソーシアムの設立など、長崎で得られた知見・経
験が活かされている。
　また、2017年度から電気自動車普及協会（APEV）
において東京都庁に協力し、八丈島や新島など、東
京都島嶼部におけるEV導入・普及の取り組みが始
められている。持続的な地方創生のためには、地域
の課題と特性を見出し、かつ地域が主体的に取り組
めるように進めていくことが重要である。2018年8
月末から9月には現地におけるEV関連イベント開
催が予定されており、今後の進捗に注目されたい。
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（狭域通信）として規格された。しかし当時はまだ
普及前であり、当初段階で路側装置（RSU：Road 
Side Unit）の価格が非常に高額だったため、五島
における配備は、国交省が2011年3月に全国1,600
箇所に設置したことで、現実的な設備価格に下がる
のを待つこととなった。一方、既に2010年度内に
EV100台が実配備され、観光用レンタカーとして
の活用が始められており、暫定的にでも観光情報の
提供が必要だった。そのため、第1期においては、
一時的に既存のテレマティクスサービスを用い、現
地の観光情報のカーナビ上での提供が行われた。
　ITSスポットサービスによる観光情報配信という
当初構想に対し、これは少なからず方針転換を生じ
た。当時、携帯通信網を利用したテレマティクスに
よる情報提供サービスは、既に各メーカによって実
用化されており、ITSスポットサービスとは競合す
るものだった。テレマティクスサービスを採用する
のであれば、ITSスポットサービスの必要性は無い
と考えられていたのであ
る。しかし、テレマティ
クスサービスには大きな
欠点があった。情報通信
に3G等携帯網を利用す
るため、車両ごとに通信
契約が必要となり、100
台規模の運用となると、
その維持コストは後年、
地元に大きな負担を課す
ものとなる。一方、通信
契約を行わない場合は、
情報の更新修正が行えな
いという欠点が生じた。
それに対し、ITSスポッ
トサービスについては通
信料の負担が無く、設置
されたスポットとの通信
で、常に最新の情報を得
ることができる。また、

テレマティクスサービスは、各メーカで規格が分か
れ、互換性が無い問題点もあった。そうした点から、
同プロジェクトでは、「観光情報プラットフォーム」

（Fig.7）なるシステムを新たに開発した。同システ
ムでは、観光情報等の地域情報コンテンツを「地域
データセンター」において統合的に管理し、通常の
インターネット通信（TCP/IP）によって、PCやス
マートフォンなど幅広いメディア端末で閲覧できる
とともに、共通する情報をITSスポットサービスに
おけるIP系通信サービスでも得られるようにして
いる。ITSスポットサービスには、走行中の車両と
情報通信を行う非IP系の通信サービスに加え、
SA/PA等で駐車中にスポットと路車間通信を行う
IP系通信サービスが規格されており、同機能を活
用することで、テレマティクスサービスとも共用で
きるシステムを構築した。
　本プラットフォームにより、利用者がアクセスす
る地域情報がEV車両上・カーナビ上のみならず、
他メディアでも一貫して利用可能となり、また地元
事業者や住民が情報を常時更新修正することが可能
となる。観光だけでなく、地域のさまざまな情報を
登録することで、多様な用途に活用することも可能
である。通常のインターネット情報に加え、車両上
のカーナビにも情報提供できるのが大きな特徴であ
る。IPコンテンツとカーナビ上とで位置情報を交

換するための表現形式として、位置情報表現形式ガ
イドラインPOIX EXが策定されている11）。同プロ
ジェクトでは、これを参照し、システム開発、デー
タ作成、およびPC、スマートフォン、携帯電話

（フィーチャーフォン）、ITS車載器（IP系対応）の
それぞれに対するコンテンツ画面作成が行われ、「長
崎みらいナビin五島」と名付けられた（Fig.8）。こ
れにより、利用者はユーザ登録を行い、PCやスマー
トフォンなどの他メディアで事前に「My PLAN」
として目的地としたいスポットリストを登録してお
くことで、現地のIP系ITSスポット下で路車間通
信し、EV上のカーナビに比較的容易にナビルート
を設定することができる。
　2011年度にITSスポットRSUとして、IP系12基、
非IP系8基が、Fig.4に示す各スポットに整備され
た。同年度内に暫定的な情報サービスが行われた後、
2012年度に上述の観光情報プラットフォームが完
成し、オンラインで最新情報を通信可能な体制が整
えられた。また、非IP系サービスとしては、アッ
プリンクによるプローブ情報の収集を行う他、ダウ
ンリンクにより、個別プッシュおよび蓄積情報の配
信が行われる（Fig.9）。五島においては、ITSスポッ
トのRSU（Road Side Unit：路側通信装置）につい
ては、Fig.4に示すように急速充電器に併設されて
いる。IP系スポットは急速充電のための駐車中に
接続するよう設置された一方、非IP系スポットは、
主に充電インフラ設置拠点へ入場する際に通信が行
われる位置に設置され、個別プッシュ情報としては、
当該拠点における設置インフラ設備等の案内、蓄積
情報としては、当該拠点の次に向かうと考えられる
拠点の情報について、所定の道路上経由地に到達し
た際に表示されるよう配信されている。ETC2.0と
して配備されている高速道路上と異なり、五島にお
いては、一般道路上に向けた5.8GHz DSRC通信は
基本的に認められず、充電インフラ設置拠点の区域

内のみに制限された点は、非IP系スポットの設置
を考えた際の一つの課題である。これらのITSシス
テムに関する特記仕様書等についても、他の機器と
同様、長崎県HPにて公開されている９）。
　ETC2.0として配備されている高速道路上と異な
り、一般道路上でのITSスポットRSUの設置例は、
千葉県柏市における商業施設駐車場数カ所に設置さ
れている他、全国数カ所の道の駅への設置例12）、ま
た、関東や中部地域で大雨等の災害対策上、必要な
一部区間（計20箇所）13）など、いまだに多くない中、
五島のような一地域内における集中的配置は特異的
である。ETC2.0で収集されるプローブ情報は、全
国の高速道路会社等におけるプローブ処理装置を経
由して、関東地方整備局に設置されたプローブ統合
サーバに収集される。一方、五島におけるITSスポッ
トから収集されたプローブ情報は、長崎県庁に設置
されたプローブ処理装置で収集されるのみで、上記
統合サーバに基本的に接続されていない。このこと
から、2012年度に国土技術政策総合研究所により、
一般道において収集された道路プローブ情報の集
約・共有についての実証研究が行われた14）。離島故、
全国の道路サービスと分離されているからこそ実証
が行うことができた例といえる。
4 ）エネルギー関連の取り組み
　同プロジェクトでは、当初構想でのEV、ITS関
連に加え、当時スマートグリッド、スマートコミュ
ニティなどへの関心が高まっていたことから、コン
ソーシアムWG4（エコアイランド関連）として、
エネルギー関連についての検討が加えられた。これ
は、同プロジェクトにおける地域の新産業づくりに
少なからず寄与が大きかった。
　長崎県は、九州内でも自動車関連産業が最も少な
く、それが同プロジェクトを構想する動機の一つで
あったが、比較的参入しやすいとはいえ、新たに
EVに関連した新産業を特に基盤のない地域に興す

これに該当する車両として、三菱i-MiEVが選定さ
れた。これらのEVは合計で20社のレンタカー事業
者に配分され、主に観光用レンタカーとして運用さ
れた。加えて、上五島・下五島各1箇所2基ずつの
計2箇所4基の急速充電器も配置された。
　さらに翌2010年度においては、導入されたEV100
台をもってEVパレードなども行うイベントを開催

（2010年7月）し、国内外へのプロジェクトの発信
と地元住民への普及啓発、およびコンソーシアム会
員等関係者間の関係強化を行い、さらに急速充電器
計6箇所11基、トヨタプリウスPHV2台（五島市の
みに配置）、三菱i-MiEV16台、日産LEAF1台の追
加配備を行った。日産LEAFについては、一部は
レンタカーとしても配備されたが、特にタクシー事
業者からのニーズが高く、追加配備における機能要
件の一部見直しが行われ、続く2011年度には、さ
らに日産LEAF21台を追加、最終的にEV138台

（i-MiEV116台，LEAF22台）、PHV2台（プリウス
PHV）の合計140台が実配備された。
2 ）充電インフラの配備
　急速充電器については、第1期整備において、8
箇所15基の設置がWG1において提言されたが、工
事・準備期間の関係から年度をまたいで整備された。
また、充電器の配置箇所や基数については、急速充
電器1基当たり1日に最大約8台が利用すると考え、

一方で、各充電スポットが20～25kmごとに必要と
されたことに加え、急速充電でも1回30分程度の待
ち時間を要することから、その配置場所を観光、飲
食、休憩等が可能な立ち寄り拠点に整備することと
して配置案を定めた。さらに、第1期整備後の各充
電スポットの利用状況を分析し、第2期以降の追加
配備により、環境を充実させた（Fig.4）。
　この他、200V普通充電設備について、設置コス
トが安価であることから、地元市町において設置補
助制度を設け、宿泊施設、飲食店、観光施設（海水
浴場なども含む）など、幅広く整備が行われた。
　充電設備については、設置場所の分布の他にもい
くつかの要件が検討された。五島における充電設備
については、離島部故に塩害対策が必要とされた他、
世界遺産登録推進の関係もあり、景観への配慮から
第1期ではスタンド型のものが設置された。しかし、
第2期以降では選択可能な機種がほぼ一体型のみと
なったことから、設置場所が制約され、利用者の利
便性を減じることがあった（例：頭ヶ島教会（新上
五島町）など）。
　また、特に急速充電設備は初めて利用される可能
性が高く、スタッフ等が常駐する設備への設置が推
奨された一方、日中以外や遠隔の拠点では、そうし
た人員の常駐が難しく、現実的には無人で利用可能
とする必要があった。そこで専用のICカードによ
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る認証システムを整備し、レンタカーと一緒にカー
ドも貸し出し、車両返却時に利用回数を確認する対
応が主に取られた。充電設備の利用管理は、前述の
地元協議会として地元自治体が毎月の事業者ごとの
利用履歴を集計・精算する方法が取られている。当
初は担当の職員が各充電設備を回り、管理状態や利
用状況の確認を行っていたが、その後、遠隔に監視・
管理等が可能な充電設備ネットワークシステム

（Fig.5）９）を地元企業中心に行い、管理業務の負担
軽減を実現している。こうした管理システムは、全
国的な企業による先行開発・商品化例があったが、
予約・決済などを省いた必要最小限の機能に絞った
開発によって、より低コストで地元ニーズに合致し
た開発導入が行われている。
3 ）ITS情報システムの整備
　以上のようなEVのために必要な整備に加え、同
プロジェクトの大きな特徴として、ITS（Intelligent 
Transport Systems: 高度道路交通システム）との
連携による「未来型ドライブ観光モデル」の構築が
掲げられ、当時ではITSスポット（現ETC2.0）と
呼ばれていた路車間通信システムの活用が試みられ
た。EVについては、既に市販化された車両や充電
機器を配備し、実運用として取り組みが行われた一

方、ITSについては、実証実験、研究開発的な取り
組みが行われたといえる。
　同プロジェクトの予算は、いわゆる道路特定財源
の一般財源化となる地域活力基盤創造交付金（後に
社会基盤整備総合交付金）が主に活用された。また、
プロジェクトの企画立案においては、国土交通省関
係者やITS分野に詳しい専門家が多く関係していた
こともあり、全国的に見ても、より先進的な取り組
みが行われたといえる。
　大きな特徴は、ITS車載器（ITSスポット対応カー
ナビ）の導入であった10）。平成30年現在、ETC2.0は、
まだ基本的に高速道路上のサービスのみにとどまっ
ており、一般道上での機能はほとんど有していない
が、同プロジェクトでは、このITSスポットの一般
道上でのサービスの可能性を検討する取り組みが行
われた。
　ITSスポットサービス（Fig.6）は、国土交通省
により、高速道路を中心として走行中の車両との高
速・大容量の路車間情報通信を行い、車両からのアッ
プリンクによる車両の走行履歴情報の収集と、ダウ
ンリンクによるインフラ側からの情報提供によっ
て、交通事故・渋滞など道路交通環境の改善に資す
ることを目的に、日本においては5.8GHzのDSRC

Fig.5　充電設備ネットワークシステム



　本稿を執筆する少し前の2018年5月4日、ユネス
コ世界遺産委員会の諮問機関（イコモス）が「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について世
界遺産登録を勧告した１）２）。正式には、その後の
本委員会での決定となるが（注：2018年7月正式登
録）、2007年1月の暫定リスト登録以降、長崎県や
関係市町では一体となって本登録への活動を行って
きた成果がやっと実を結ぶこととなる。長崎県にお
いては、「明治日本の産業革命遺産」に続く2つ目
の世界遺産となるが３）、元々同県では、上記キリシ

タン関連遺産を先に候補として推進してきた。
　「長崎EV&ITSプロジェクト」は、長崎県五島列
島地域において、EV（電気自動車）とITS（高度
交通システム）の導入と、その連携統合によるモデ
ル構築と実用化を行い、離島地域に新たな産業と雇
用を創出し、地域活性化を行うことを目指して進め
られた。同じ離島地域である対馬や壱岐に対し、同
プロジェクトが、なぜ五島列島で行われたかについ
ては、いくつかの理由があるが、その一つに、この
世界遺産登録推進がある。EVを観光用のレンタ
カーやタクシーなどといった移動の足とすること
で、エコでクリーンなドライブ観光モデルの構築が
プロジェクトの目的として掲げられたのである。
　同プロジェクトは、県においては2009年度から
2013年度まで5年度にわたる取り組みであり、県庁
内における推進体制は、プロジェクト期間の終了と
共に発展的に解消された。しかし、プロジェクトと

しての予算や人員は無くなった後も、同地域では、
今もEVレンタカーやタクシーの運用が続けられて
いる他、当地におけるEV製造という直接的な取り
組みに加え、同時期に行われた浮体式洋上風力発電
の実証と関連し、海洋再生エネルギーの実証特区（な
がさき海洋・環境産業拠点特区）４）５）としての認
定や、水中ロボットや自動運転などを含むロボット
新産業の創出・振興といった新たな取り組みが創出
されている。EVやITS、スマートコミュニティと
いった先進技術の実証と社会実装の取り組みが、当
地にその地ならではの新たな産業の創出・振興へと
発展したと考えられる。
　本稿では、この長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、その構想立案に係る経緯とその推進における
各要点、そしてプロジェクトによって得られた成果
の概要について述べる。

　2-1　長崎県の離島とそこにおけるモデル創出
　長崎県における離島の数は971、有人島だけでも
73と、わが国都道府県で最も多い（2010年国勢調
査）。このうち、法指定有人離島51島の総面積は
1,550.69㎢で、県全体の約4割弱、人口は136,983人
で約1割弱を占めている６）７）。この人口は平成22
年国勢調査時点の数字であり、その数は年々減り続
け、この40年で半減している。離島部における出

生率は、県全体で見てもむしろ高い水準にあり、そ
の最大の原因は、低い有効求人倍率（本土に対し
15～20ポイント低い）や高卒者の高い島外転出率

（80 ～ 90％）に見られるように、産業と雇用の不足
に起因している。
　2009年、経済産業省は「低炭素社会づくり行動
計画」の取り組み方針にも位置付けられるEV、
PHV（プラグインハイブリッド自動車）の本格普
及に向けて、その初期需要を創出するため、モデル
地域として、まず第1期EV・PHVモデルタウン8都
府県を選定した８）。長崎県はそのうちの一つとして、
特に離島地域でのモデル創出を大きな特徴として選
定を受けた。その中でも特徴的な取り組みが、「長
崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」である。
　2-2　長崎EV&ITSプロジェクトの背景
　五島列島は、長崎県の西、東シナ海上に浮かぶ列
島地域であり、主に北側から中通島、若松島、奈留島、
久賀島、福江島の5つの島と、数多くのより小型の
離島とで構成される。また、行政区としては、主に
中通島、若松島などで構成される新上五島町（上五
島）と、奈留島以南の島で構成される五島市（下五島）
の他、北松浦郡小値賀町、佐世保市（宇久島）など
で構成される。その人口は、五島市および新上五島
町の合計で約6万人余り、面積は約635平方キロと、
東京23区とほぼ同等、車両保有台数は4万台弱とい
う規模である（Fig.1）。

　同プロジェクトにおいては、五島列島地域に100
台規模でのEV・PHVの集中導入を行い、主に観光
用のレンタカーやタクシーとして運用するととも
に、急速充電器などのEV向けインフラも集中整備
し、またITSによる観光情報システムを整備し、そ
の統合による「未来型ドライブ観光モデル」を構築
することで、観光や環境への貢献と、それを契機と
した地域産業づくりが目指された。
　同時に長崎県庁では、室長以下計6名を擁する

「EVプロジェクト推進室」の設置に加え、EV、 ITS
など先進技術に関する企画立案、プロジェクト推進
を行う必要があるため、学界から人材が求められ、
筆者が専任の政策監として就任することとなった。
　さらに、県外から優れた技術や製品、システムの
導入を促すとともに、この導入・実装をその他の地
域へのモデルとできるよう、高度で広い知見を有し
た産学官のメンバーを一同に集められる体制とし
て、「長崎EV&ITSコンソーシアム」が2009年10
月8日に設立された。同コンソーシアムは、慶應義
塾大学・川嶋弘尚教授を会長に迎え、また副会長を
九州電力から迎えることで、九州全体の産業界の参
画を得ると共に、国交省、経産省など、国の関係省
庁も含めた理事会メンバーを構成することにより、
国政策と協調する体制が整えられた（Fig.2）。また
会員には、トヨタ、日産、三菱自工など自動車メー
カー、さらに電機・カーナビメーカー、情報・イン

フラ関連企業、地場企業・団体、学識者・業界団体、
地元市町、国・他都道府県等の幅広い会員を集め、
その会員数は設立時の99社・者から、プロジェク
ト期間中は最大200超を数えた。「長崎」という一
地域の名を冠しながら、そこでの議論は国際標準化
をも視野に入れたものとなり、各分野から注目を集
めた。何より、国内はもちろん国際的に見ても、当
時これだけの規模でEVの集中導入を行ったところ
は無く、そうした本格的な実装から得られる知見の
重要性が注目されたのが理由といえる。
　離島におけるEV導入については、離島における
燃料代の高さが理由の一つとして挙げられるが、実
際には必ずしも当てはまらない。現地においては、
離島振興法等により、揮発油税の減免措置や石油小
売価格への支援が既に行われており、将来的な不安
や懸念はありつつも、短期的な対応を必要とする動
機とはなっていない。その点で、国や上記コンソー
シアム等による長期的視野に基づく推進の必要性が
あったと考えられる。
　2-3　長崎EV&ITSコンソーシアム
　同プロジェクトの取り組みは、上記コンソーシア
ムにおける方針検討の下で進められた。当初におい
て、プロジェクト全体計画およびコンソーシアムの
運営は、道路新産業創造機構（HIDO）が事務局と
して受託して行われ、まず短期的に実現可能な施策
から実施し、2010年10月開催の釜山ITS世界会議

を目標に開発・実配備を行い、世界の有識者へPR
を行うものとされた。さらにその後は、途中期間で
の進捗報告を行いつつ、2013年10月に東京で開催
されるITS世界会議において、システム、サービス
のさらなる取り組みが進んだプロジェクトの最新成
果を発信することが目標として定められた。
　その実現のため、コンソーシアムの下に、各分野
について具体的検討を行う作業部会（WG）が設置
された。すなわち、導入されるEV・PHV等の車両や、
充電設備に関連するWG1、DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）路側装置など、
ITSインフラやITS車載器に関連するWG2、情報
コンテンツやサービス・システムの整備や地域情報
の収集・提供等の運用方法に関連するWG3、さら
に当時、スマートグリッド・マイクログリッド、ス
マートコミュニティ等に対する注目度が高かったこ
とから、世界遺産登録推進に向けても、EVへ供給
するエネルギーを再生可能エネルギーで賄えるよう
なエコアイランド推進の検討を行うWG4の4つが
設置された。
　まず初年度2009年度においては、WG1に関して、
EV・PHV利用経験の無い観光客が従来のガソリン
車と同様の利便性を極力確保できるような仕様とす
ることを基本コンセプトに、普通充電設備、急速充
電設備、車両に対する各要件が策定された。
　WG2以下、他のWGについても同様に、基本コン

セプトおよび、それに合致する各機器等の要件が定
められた。これらの各WGでの検討結果は、機能要
件、技術的要件といった形で、対象とする五島列島
地域のみならず、他地域にも適用可能なように策定
されている。一方、上記コンソーシアムとは別に、
対象地域とした新上五島町および五島市において、
各EV・ITS実配備促進協議会（地元協議会）が設
置されている。地元協議会は、地元の自治体やレン
タカー、タクシー事業者、宿泊・観光事業者などで
構成され、上述の各要件を基に地元のニーズ等を考
慮して発注仕様書を作成し、EV等の導入を行うと
共に、それらの運用管理を行っている。なお、これ
らの発注仕様書は、他地域でも参考にできるよう、
県HPにおいて公開されている９）。
　2-4　長崎EV&ITSプロジェクトの推進
1 ）EV等の配備
　同プロジェクトでは、まず2009年度において、初
期導入としてEV100台の実配備を行った。詳細な
内訳は、新上五島町（上五島）35台、五島市（下五島）
65台と、おおむね1：2の比率としており、これは
上五島、下五島の人口比や年間の観光客数の規模に
相当する。コンソーシアムWG1における機能要件
が、1日に2回までの急速充電によって島を周遊で
きること、想定する利用者を3名程度のグループと
なる個人観光客としたことから、約100km以上の
一充電走行距離（Fig.3）と乗車定員4名以上とされ、

のは容易でない。実際、長崎が長らく三菱重工にお
ける最重要拠点であった歴史を有し、さらに100台
規模のEV集中導入を行ったとしても、三菱自工が
長崎県に生産工場を立地するには至らなかった。し
かし、エネルギーについては関連産業の下地を少な
からず有し、プロジェクト期間内に総務省、NEDO、
環境省など、各国機関等によるプロジェクト獲得も
行えたことから、当該分野における取り組みは、同
プロジェクトに関連して最も地域新産業の創出につ
ながったといえる。長崎県は、同プロジェクトを県
内新産業の振興につなげるため、2011年度から「長
崎県EV等関連産業参入促進事業」を開始し、県内
企業を集めた地元事業化検討会の開催、および事業
化可能性調査委託（FS）、事業化促進事業（試作）
として県内企業による事業化を支援した。中でも、
2011年度に協和機電工業等により行われたFS事業
は、翌年度に環境省による離島型マイクログリッド
モデル構築事業に発展した。
　また、たまたま同時期に環境省による浮体式洋上
風力発電実証事業が五島市椛島において行われてい
たことから，長崎県および五島市においては、両事
業を連携させて取り組んだ。県においては、同プロ
ジェクトを所管するEVプロジェクト推進室をグ
リーンニューディール推進室と統合する形で発展的
に解消した後、洋上風力発電に加え、潮流発電等も
含めた海洋再生エネルギーのフィールド実証を推進
する「ながさき海洋・環境産業拠点特区」としての
認定を受けた海洋・環境産業創造課に引き継いでい
る。同プロジェクトによる取り組みを、長崎県とし
てより優位性を発揮できる海洋への新産業創出・振
興の取り組みに発展させつつ、EV等に関する取り
組みも、プロジェクト期間終了後、継続して行って
いる。
　2-5　長崎EV&ITSプロジェクトの成果
　同プロジェクトにおける技術的検討の成果は、
EVとITSの連携に係る各種の機器、システム等の
仕様が「長崎EV&ITSモデル発注仕様集」として
整理され、公開されている。上述した急速充電器、
充電設備ネットワークシステム、ITSスポット、観
光情報プラットフォームの他、ITS車載器に関して、
EVの 車 内CAN（Controller Area Network）か ら
情報出力を得るCANゲートウェイや、IPコンテン
ツとカーナビとで位置情報を交換する表現形式
POIX_EXなどを全国に先駆けて採用し、関係団体
における規格検討を後押しした。

　離島地域におけるEVの大量集中導入と、そのた
めのインフラ整備を進めた先進的な取り組みは、前
述のITS世界会議各回に加え、第3回日独環境
フォーラム（2010）、第1回国際EV先進都市会議

（2011）など、数多くの国際会議における発表機会
も得て、国内外への発信を積極的に行った。そのこ
とにより、経産省EV・PHVタウンベストプラクティ
スの一つとしてだけでなく、IEA（国際エネルギー
機関）によるEV City Casebookにおける2度の掲
載や、EV関連分野で最大の国際会議であるEVS-27

（2013）において、五島市・新上五島町がアジアを
代表するEV先進都市としてE-Visionary Awardを
受賞するなど、非常に高い国際的認知を得て，その
地位を確立した。
　同プロジェクトに関するマスコミ掲載件数は累
計200件超、EVレンタカー利用者数は年間約2万
人超を数えたが、一方で観光客増への効果は数%
に留まった。減少傾向にあったものをプラスに転
じさせたともいえるが、同時にさまざまな観光キャ
ンペーンの取り組みがなされており，同プロジェ
クトの直接的効果として評価することは困難であ
る。本質的にも、EVやITSはそれ自体が目的では
なく、あくまで移動手段であることからも、その
効果評価を独立に行うことが容易でないことは一
つの課題といえる。
　ただ、同プロジェクトを契機に、上述の海洋再生
可能エネルギーの実証推進に加え、自動運転やド
ローン、水中ロボット等を含むロボット新産業創造
の取り組みを始めたり、複数の県内企業がEV等の
製作に進出し、特に五島市で離島向けの超小型EV
の製造を継続的に進めたりするなど、さまざまな取
り組みが新たに始められており、先進技術による地
方創生として注目したい。
　EVは、単なるガソリン車の代替ではない。現代
の社会システムは、従来の内燃機関自動車（CV：
Combustion Vehicle）に適したようにつくられてい
るが、一方で地方部において進むガソリンスタンド
の廃業など、その構造は衰退しつつある。EVは車
というハードの姿を取りながら、移動、情報通信、
エネルギーなどの多様な領域で既存の枠組を見直さ
せ、イノベーションを興す一種の「メディア」とし
て捉えるべきであり、特に課題先進地である地方部
でこそ、大きな意味を持ち得るといえる。これまで

「辺縁」「辺境」であった離島・へき地における試みが、
次世代の持続的社会を考える上で重要な示唆を与え

る可能性がある。

　本稿では、長崎県五島列島におけるEVとITSの
実用化を目指した長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、特にそのプロジェクトの推進における要点に
ついて述べた。EVの性能や普及に関する状況、
ITSスポットサービスに関する状況などは、当時の
事情が強く関係するが、そうした状況の中で、将来
に資するよう行われた検討や判断についての報告
は、数多くの事例の客観的俯瞰に対し、文化人類学
などの分野におけるエスノグラフィ（Ethnography:
行動観察調査）といわれるものに当たり、今後、
その他の先進技術の地域への社会実装に取り組む
際に必要となる留意点を具体的に提供できると思
われる。
　筆者はその後、東京で開催されたITS世界会議

（2013）において、同プロジェクトの成果公開の後、
東北にその取り組みの場を移した。EVや自動運転、
ロボットなど、先進技術の実証・社会実装による地
方創生の取り組みには、仙台市における近未来技術
実証を推進する国家戦略特区としての認定や、その
推進のために東北次世代移動体システム技術実証コ
ンソーシアムの設立など、長崎で得られた知見・経
験が活かされている。
　また、2017年度から電気自動車普及協会（APEV）
において東京都庁に協力し、八丈島や新島など、東
京都島嶼部におけるEV導入・普及の取り組みが始
められている。持続的な地方創生のためには、地域
の課題と特性を見出し、かつ地域が主体的に取り組
めるように進めていくことが重要である。2018年8
月末から9月には現地におけるEV関連イベント開
催が予定されており、今後の進捗に注目されたい。

参考文献
1 ）  長崎県五島列島新上五島町公式サイト「世界遺

産登録について」
　　▶https://official.shinkamigoto.net/
　　worldheritage.php（2018年5月4日閲覧）
2 ） 長崎県五島市公式サイト「長崎と天草地方の潜

伏キリシタン関連遺産」へイコモスから勧告
　　▶http://www.city.goto.nagasaki.jp/contents/
　　individual/information.php?id=5137
　　（2018年5月4日閲覧）

3 ）  長崎県公式サイト、世界遺産 
　　▶http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/
　　kanko-kyoiku-bunka/sekaiisan/
4 ）  内閣府地方創生推進事務局、ながさき海洋・環

境産業拠点特区
　　▶http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/
　　sogotoc/toc_ichiran/toc_page/
　　t37_nagasakikaiyou.html 
5 ）  長崎県「ながさき海洋・環境産業拠点特区につ

いて 」2013年2月15日
　　▶https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/
　　shigoto-sangyo/kogyo-kagakugijutsu/
　　tokku-kogyo-kagakugijutsu/tokku1/
6 ）  長崎県企画振興部「長崎県離島振興計画」2013

年5月
　　▶https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/
　　kenseijoho/kennokeikaku-project/
　　rito_keikaku/
7 ）   国土交通省、離島振興計画
　　▶http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/
　　chirit/kokudoseisaku_chirit_fr_000005.html
8 ）  経済産業省、EV・PHVタウンの取組 
　　▶http://www.meti.go.jp/policy/automobile/
　　evphv/town/index.html
9 ）  長崎県、 長崎EV&ITS 
　　▶http://www.pref.nagasaki.jp/ev/ev&its/
10 ） 牧野浩志他「長崎エビッツプロジェクトにおけ

る電気自動車の普及とローカル観光に活用でき
るITS車載器の開発について」『生産研究』63
巻2号、 2011年

11 ） ITS情報通信システム推進会議「位置情報表現形
式ガイドライン POIX_EX （ITS Forum RC-001） 
第2.1版（平成18年4月18日改定）、 2006年

12 ） 国土交通省「全国のETC2.0路側機設置箇所」
　　▶http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/
　　spot_dsrc/tenkai.html
13 ）  （一財）ITSサービス高度化機構「ETC2.0に

ついて」 ETC総合情報ポータルサイトGo!ETC
　　▶https://www.go-etc.jp/faq/etc2.html
14 ） 金澤文彦他「長崎県における道路プローブ情

報の集約・共有・活用に関する検討」国土技術
政策総合研究所資料、2013年

　　▶http://www. nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/
　　tnn0766pdf/ks076613.pdf

110

（ 42 ）

鈴木高宏

国際交通安全学会誌　Vol. 43,  No. 2 平成 30 年 10 月

（狭域通信）として規格された。しかし当時はまだ
普及前であり、当初段階で路側装置（RSU：Road 
Side Unit）の価格が非常に高額だったため、五島
における配備は、国交省が2011年3月に全国1,600
箇所に設置したことで、現実的な設備価格に下がる
のを待つこととなった。一方、既に2010年度内に
EV100台が実配備され、観光用レンタカーとして
の活用が始められており、暫定的にでも観光情報の
提供が必要だった。そのため、第1期においては、
一時的に既存のテレマティクスサービスを用い、現
地の観光情報のカーナビ上での提供が行われた。
　ITSスポットサービスによる観光情報配信という
当初構想に対し、これは少なからず方針転換を生じ
た。当時、携帯通信網を利用したテレマティクスに
よる情報提供サービスは、既に各メーカによって実
用化されており、ITSスポットサービスとは競合す
るものだった。テレマティクスサービスを採用する
のであれば、ITSスポットサービスの必要性は無い
と考えられていたのであ
る。しかし、テレマティ
クスサービスには大きな
欠点があった。情報通信
に3G等携帯網を利用す
るため、車両ごとに通信
契約が必要となり、100
台規模の運用となると、
その維持コストは後年、
地元に大きな負担を課す
ものとなる。一方、通信
契約を行わない場合は、
情報の更新修正が行えな
いという欠点が生じた。
それに対し、ITSスポッ
トサービスについては通
信料の負担が無く、設置
されたスポットとの通信
で、常に最新の情報を得
ることができる。また、

テレマティクスサービスは、各メーカで規格が分か
れ、互換性が無い問題点もあった。そうした点から、
同プロジェクトでは、「観光情報プラットフォーム」

（Fig.7）なるシステムを新たに開発した。同システ
ムでは、観光情報等の地域情報コンテンツを「地域
データセンター」において統合的に管理し、通常の
インターネット通信（TCP/IP）によって、PCやス
マートフォンなど幅広いメディア端末で閲覧できる
とともに、共通する情報をITSスポットサービスに
おけるIP系通信サービスでも得られるようにして
いる。ITSスポットサービスには、走行中の車両と
情報通信を行う非IP系の通信サービスに加え、
SA/PA等で駐車中にスポットと路車間通信を行う
IP系通信サービスが規格されており、同機能を活
用することで、テレマティクスサービスとも共用で
きるシステムを構築した。
　本プラットフォームにより、利用者がアクセスす
る地域情報がEV車両上・カーナビ上のみならず、
他メディアでも一貫して利用可能となり、また地元
事業者や住民が情報を常時更新修正することが可能
となる。観光だけでなく、地域のさまざまな情報を
登録することで、多様な用途に活用することも可能
である。通常のインターネット情報に加え、車両上
のカーナビにも情報提供できるのが大きな特徴であ
る。IPコンテンツとカーナビ上とで位置情報を交

換するための表現形式として、位置情報表現形式ガ
イドラインPOIX EXが策定されている11）。同プロ
ジェクトでは、これを参照し、システム開発、デー
タ作成、およびPC、スマートフォン、携帯電話

（フィーチャーフォン）、ITS車載器（IP系対応）の
それぞれに対するコンテンツ画面作成が行われ、「長
崎みらいナビin五島」と名付けられた（Fig.8）。こ
れにより、利用者はユーザ登録を行い、PCやスマー
トフォンなどの他メディアで事前に「My PLAN」
として目的地としたいスポットリストを登録してお
くことで、現地のIP系ITSスポット下で路車間通
信し、EV上のカーナビに比較的容易にナビルート
を設定することができる。
　2011年度にITSスポットRSUとして、IP系12基、
非IP系8基が、Fig.4に示す各スポットに整備され
た。同年度内に暫定的な情報サービスが行われた後、
2012年度に上述の観光情報プラットフォームが完
成し、オンラインで最新情報を通信可能な体制が整
えられた。また、非IP系サービスとしては、アッ
プリンクによるプローブ情報の収集を行う他、ダウ
ンリンクにより、個別プッシュおよび蓄積情報の配
信が行われる（Fig.9）。五島においては、ITSスポッ
トのRSU（Road Side Unit：路側通信装置）につい
ては、Fig.4に示すように急速充電器に併設されて
いる。IP系スポットは急速充電のための駐車中に
接続するよう設置された一方、非IP系スポットは、
主に充電インフラ設置拠点へ入場する際に通信が行
われる位置に設置され、個別プッシュ情報としては、
当該拠点における設置インフラ設備等の案内、蓄積
情報としては、当該拠点の次に向かうと考えられる
拠点の情報について、所定の道路上経由地に到達し
た際に表示されるよう配信されている。ETC2.0と
して配備されている高速道路上と異なり、五島にお
いては、一般道路上に向けた5.8GHz DSRC通信は
基本的に認められず、充電インフラ設置拠点の区域

内のみに制限された点は、非IP系スポットの設置
を考えた際の一つの課題である。これらのITSシス
テムに関する特記仕様書等についても、他の機器と
同様、長崎県HPにて公開されている９）。
　ETC2.0として配備されている高速道路上と異な
り、一般道路上でのITSスポットRSUの設置例は、
千葉県柏市における商業施設駐車場数カ所に設置さ
れている他、全国数カ所の道の駅への設置例12）、ま
た、関東や中部地域で大雨等の災害対策上、必要な
一部区間（計20箇所）13）など、いまだに多くない中、
五島のような一地域内における集中的配置は特異的
である。ETC2.0で収集されるプローブ情報は、全
国の高速道路会社等におけるプローブ処理装置を経
由して、関東地方整備局に設置されたプローブ統合
サーバに収集される。一方、五島におけるITSスポッ
トから収集されたプローブ情報は、長崎県庁に設置
されたプローブ処理装置で収集されるのみで、上記
統合サーバに基本的に接続されていない。このこと
から、2012年度に国土技術政策総合研究所により、
一般道において収集された道路プローブ情報の集
約・共有についての実証研究が行われた14）。離島故、
全国の道路サービスと分離されているからこそ実証
が行うことができた例といえる。
4 ）エネルギー関連の取り組み
　同プロジェクトでは、当初構想でのEV、ITS関
連に加え、当時スマートグリッド、スマートコミュ
ニティなどへの関心が高まっていたことから、コン
ソーシアムWG4（エコアイランド関連）として、
エネルギー関連についての検討が加えられた。これ
は、同プロジェクトにおける地域の新産業づくりに
少なからず寄与が大きかった。
　長崎県は、九州内でも自動車関連産業が最も少な
く、それが同プロジェクトを構想する動機の一つで
あったが、比較的参入しやすいとはいえ、新たに
EVに関連した新産業を特に基盤のない地域に興す

これに該当する車両として、三菱i-MiEVが選定さ
れた。これらのEVは合計で20社のレンタカー事業
者に配分され、主に観光用レンタカーとして運用さ
れた。加えて、上五島・下五島各1箇所2基ずつの
計2箇所4基の急速充電器も配置された。
　さらに翌2010年度においては、導入されたEV100
台をもってEVパレードなども行うイベントを開催

（2010年7月）し、国内外へのプロジェクトの発信
と地元住民への普及啓発、およびコンソーシアム会
員等関係者間の関係強化を行い、さらに急速充電器
計6箇所11基、トヨタプリウスPHV2台（五島市の
みに配置）、三菱i-MiEV16台、日産LEAF1台の追
加配備を行った。日産LEAFについては、一部は
レンタカーとしても配備されたが、特にタクシー事
業者からのニーズが高く、追加配備における機能要
件の一部見直しが行われ、続く2011年度には、さ
らに日産LEAF21台を追加、最終的にEV138台

（i-MiEV116台，LEAF22台）、PHV2台（プリウス
PHV）の合計140台が実配備された。
2 ）充電インフラの配備
　急速充電器については、第1期整備において、8
箇所15基の設置がWG1において提言されたが、工
事・準備期間の関係から年度をまたいで整備された。
また、充電器の配置箇所や基数については、急速充
電器1基当たり1日に最大約8台が利用すると考え、

一方で、各充電スポットが20～25kmごとに必要と
されたことに加え、急速充電でも1回30分程度の待
ち時間を要することから、その配置場所を観光、飲
食、休憩等が可能な立ち寄り拠点に整備することと
して配置案を定めた。さらに、第1期整備後の各充
電スポットの利用状況を分析し、第2期以降の追加
配備により、環境を充実させた（Fig.4）。
　この他、200V普通充電設備について、設置コス
トが安価であることから、地元市町において設置補
助制度を設け、宿泊施設、飲食店、観光施設（海水
浴場なども含む）など、幅広く整備が行われた。
　充電設備については、設置場所の分布の他にもい
くつかの要件が検討された。五島における充電設備
については、離島部故に塩害対策が必要とされた他、
世界遺産登録推進の関係もあり、景観への配慮から
第1期ではスタンド型のものが設置された。しかし、
第2期以降では選択可能な機種がほぼ一体型のみと
なったことから、設置場所が制約され、利用者の利
便性を減じることがあった（例：頭ヶ島教会（新上
五島町）など）。
　また、特に急速充電設備は初めて利用される可能
性が高く、スタッフ等が常駐する設備への設置が推
奨された一方、日中以外や遠隔の拠点では、そうし
た人員の常駐が難しく、現実的には無人で利用可能
とする必要があった。そこで専用のICカードによ

る認証システムを整備し、レンタカーと一緒にカー
ドも貸し出し、車両返却時に利用回数を確認する対
応が主に取られた。充電設備の利用管理は、前述の
地元協議会として地元自治体が毎月の事業者ごとの
利用履歴を集計・精算する方法が取られている。当
初は担当の職員が各充電設備を回り、管理状態や利
用状況の確認を行っていたが、その後、遠隔に監視・
管理等が可能な充電設備ネットワークシステム

（Fig.5）９）を地元企業中心に行い、管理業務の負担
軽減を実現している。こうした管理システムは、全
国的な企業による先行開発・商品化例があったが、
予約・決済などを省いた必要最小限の機能に絞った
開発によって、より低コストで地元ニーズに合致し
た開発導入が行われている。
3 ）ITS情報システムの整備
　以上のようなEVのために必要な整備に加え、同
プロジェクトの大きな特徴として、ITS（Intelligent 
Transport Systems: 高度道路交通システム）との
連携による「未来型ドライブ観光モデル」の構築が
掲げられ、当時ではITSスポット（現ETC2.0）と
呼ばれていた路車間通信システムの活用が試みられ
た。EVについては、既に市販化された車両や充電
機器を配備し、実運用として取り組みが行われた一

方、ITSについては、実証実験、研究開発的な取り
組みが行われたといえる。
　同プロジェクトの予算は、いわゆる道路特定財源
の一般財源化となる地域活力基盤創造交付金（後に
社会基盤整備総合交付金）が主に活用された。また、
プロジェクトの企画立案においては、国土交通省関
係者やITS分野に詳しい専門家が多く関係していた
こともあり、全国的に見ても、より先進的な取り組
みが行われたといえる。
　大きな特徴は、ITS車載器（ITSスポット対応カー
ナビ）の導入であった10）。平成30年現在、ETC2.0は、
まだ基本的に高速道路上のサービスのみにとどまっ
ており、一般道上での機能はほとんど有していない
が、同プロジェクトでは、このITSスポットの一般
道上でのサービスの可能性を検討する取り組みが行
われた。
　ITSスポットサービス（Fig.6）は、国土交通省
により、高速道路を中心として走行中の車両との高
速・大容量の路車間情報通信を行い、車両からのアッ
プリンクによる車両の走行履歴情報の収集と、ダウ
ンリンクによるインフラ側からの情報提供によっ
て、交通事故・渋滞など道路交通環境の改善に資す
ることを目的に、日本においては5.8GHzのDSRC

Fig.6　ITSスポット（左 :RSU 通信部，右 :ITS スポット設置看板）

Fig.7　観光情報プラットフォーム



　本稿を執筆する少し前の2018年5月4日、ユネス
コ世界遺産委員会の諮問機関（イコモス）が「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について世
界遺産登録を勧告した１）２）。正式には、その後の
本委員会での決定となるが（注：2018年7月正式登
録）、2007年1月の暫定リスト登録以降、長崎県や
関係市町では一体となって本登録への活動を行って
きた成果がやっと実を結ぶこととなる。長崎県にお
いては、「明治日本の産業革命遺産」に続く2つ目
の世界遺産となるが３）、元々同県では、上記キリシ

タン関連遺産を先に候補として推進してきた。
　「長崎EV&ITSプロジェクト」は、長崎県五島列
島地域において、EV（電気自動車）とITS（高度
交通システム）の導入と、その連携統合によるモデ
ル構築と実用化を行い、離島地域に新たな産業と雇
用を創出し、地域活性化を行うことを目指して進め
られた。同じ離島地域である対馬や壱岐に対し、同
プロジェクトが、なぜ五島列島で行われたかについ
ては、いくつかの理由があるが、その一つに、この
世界遺産登録推進がある。EVを観光用のレンタ
カーやタクシーなどといった移動の足とすること
で、エコでクリーンなドライブ観光モデルの構築が
プロジェクトの目的として掲げられたのである。
　同プロジェクトは、県においては2009年度から
2013年度まで5年度にわたる取り組みであり、県庁
内における推進体制は、プロジェクト期間の終了と
共に発展的に解消された。しかし、プロジェクトと

しての予算や人員は無くなった後も、同地域では、
今もEVレンタカーやタクシーの運用が続けられて
いる他、当地におけるEV製造という直接的な取り
組みに加え、同時期に行われた浮体式洋上風力発電
の実証と関連し、海洋再生エネルギーの実証特区（な
がさき海洋・環境産業拠点特区）４）５）としての認
定や、水中ロボットや自動運転などを含むロボット
新産業の創出・振興といった新たな取り組みが創出
されている。EVやITS、スマートコミュニティと
いった先進技術の実証と社会実装の取り組みが、当
地にその地ならではの新たな産業の創出・振興へと
発展したと考えられる。
　本稿では、この長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、その構想立案に係る経緯とその推進における
各要点、そしてプロジェクトによって得られた成果
の概要について述べる。

　2-1　長崎県の離島とそこにおけるモデル創出
　長崎県における離島の数は971、有人島だけでも
73と、わが国都道府県で最も多い（2010年国勢調
査）。このうち、法指定有人離島51島の総面積は
1,550.69㎢で、県全体の約4割弱、人口は136,983人
で約1割弱を占めている６）７）。この人口は平成22
年国勢調査時点の数字であり、その数は年々減り続
け、この40年で半減している。離島部における出

生率は、県全体で見てもむしろ高い水準にあり、そ
の最大の原因は、低い有効求人倍率（本土に対し
15～20ポイント低い）や高卒者の高い島外転出率

（80 ～ 90％）に見られるように、産業と雇用の不足
に起因している。
　2009年、経済産業省は「低炭素社会づくり行動
計画」の取り組み方針にも位置付けられるEV、
PHV（プラグインハイブリッド自動車）の本格普
及に向けて、その初期需要を創出するため、モデル
地域として、まず第1期EV・PHVモデルタウン8都
府県を選定した８）。長崎県はそのうちの一つとして、
特に離島地域でのモデル創出を大きな特徴として選
定を受けた。その中でも特徴的な取り組みが、「長
崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」である。
　2-2　長崎EV&ITSプロジェクトの背景
　五島列島は、長崎県の西、東シナ海上に浮かぶ列
島地域であり、主に北側から中通島、若松島、奈留島、
久賀島、福江島の5つの島と、数多くのより小型の
離島とで構成される。また、行政区としては、主に
中通島、若松島などで構成される新上五島町（上五
島）と、奈留島以南の島で構成される五島市（下五島）
の他、北松浦郡小値賀町、佐世保市（宇久島）など
で構成される。その人口は、五島市および新上五島
町の合計で約6万人余り、面積は約635平方キロと、
東京23区とほぼ同等、車両保有台数は4万台弱とい
う規模である（Fig.1）。

　同プロジェクトにおいては、五島列島地域に100
台規模でのEV・PHVの集中導入を行い、主に観光
用のレンタカーやタクシーとして運用するととも
に、急速充電器などのEV向けインフラも集中整備
し、またITSによる観光情報システムを整備し、そ
の統合による「未来型ドライブ観光モデル」を構築
することで、観光や環境への貢献と、それを契機と
した地域産業づくりが目指された。
　同時に長崎県庁では、室長以下計6名を擁する

「EVプロジェクト推進室」の設置に加え、EV、 ITS
など先進技術に関する企画立案、プロジェクト推進
を行う必要があるため、学界から人材が求められ、
筆者が専任の政策監として就任することとなった。
　さらに、県外から優れた技術や製品、システムの
導入を促すとともに、この導入・実装をその他の地
域へのモデルとできるよう、高度で広い知見を有し
た産学官のメンバーを一同に集められる体制とし
て、「長崎EV&ITSコンソーシアム」が2009年10
月8日に設立された。同コンソーシアムは、慶應義
塾大学・川嶋弘尚教授を会長に迎え、また副会長を
九州電力から迎えることで、九州全体の産業界の参
画を得ると共に、国交省、経産省など、国の関係省
庁も含めた理事会メンバーを構成することにより、
国政策と協調する体制が整えられた（Fig.2）。また
会員には、トヨタ、日産、三菱自工など自動車メー
カー、さらに電機・カーナビメーカー、情報・イン

フラ関連企業、地場企業・団体、学識者・業界団体、
地元市町、国・他都道府県等の幅広い会員を集め、
その会員数は設立時の99社・者から、プロジェク
ト期間中は最大200超を数えた。「長崎」という一
地域の名を冠しながら、そこでの議論は国際標準化
をも視野に入れたものとなり、各分野から注目を集
めた。何より、国内はもちろん国際的に見ても、当
時これだけの規模でEVの集中導入を行ったところ
は無く、そうした本格的な実装から得られる知見の
重要性が注目されたのが理由といえる。
　離島におけるEV導入については、離島における
燃料代の高さが理由の一つとして挙げられるが、実
際には必ずしも当てはまらない。現地においては、
離島振興法等により、揮発油税の減免措置や石油小
売価格への支援が既に行われており、将来的な不安
や懸念はありつつも、短期的な対応を必要とする動
機とはなっていない。その点で、国や上記コンソー
シアム等による長期的視野に基づく推進の必要性が
あったと考えられる。
　2-3　長崎EV&ITSコンソーシアム
　同プロジェクトの取り組みは、上記コンソーシア
ムにおける方針検討の下で進められた。当初におい
て、プロジェクト全体計画およびコンソーシアムの
運営は、道路新産業創造機構（HIDO）が事務局と
して受託して行われ、まず短期的に実現可能な施策
から実施し、2010年10月開催の釜山ITS世界会議

を目標に開発・実配備を行い、世界の有識者へPR
を行うものとされた。さらにその後は、途中期間で
の進捗報告を行いつつ、2013年10月に東京で開催
されるITS世界会議において、システム、サービス
のさらなる取り組みが進んだプロジェクトの最新成
果を発信することが目標として定められた。
　その実現のため、コンソーシアムの下に、各分野
について具体的検討を行う作業部会（WG）が設置
された。すなわち、導入されるEV・PHV等の車両や、
充電設備に関連するWG1、DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）路側装置など、
ITSインフラやITS車載器に関連するWG2、情報
コンテンツやサービス・システムの整備や地域情報
の収集・提供等の運用方法に関連するWG3、さら
に当時、スマートグリッド・マイクログリッド、ス
マートコミュニティ等に対する注目度が高かったこ
とから、世界遺産登録推進に向けても、EVへ供給
するエネルギーを再生可能エネルギーで賄えるよう
なエコアイランド推進の検討を行うWG4の4つが
設置された。
　まず初年度2009年度においては、WG1に関して、
EV・PHV利用経験の無い観光客が従来のガソリン
車と同様の利便性を極力確保できるような仕様とす
ることを基本コンセプトに、普通充電設備、急速充
電設備、車両に対する各要件が策定された。
　WG2以下、他のWGについても同様に、基本コン

セプトおよび、それに合致する各機器等の要件が定
められた。これらの各WGでの検討結果は、機能要
件、技術的要件といった形で、対象とする五島列島
地域のみならず、他地域にも適用可能なように策定
されている。一方、上記コンソーシアムとは別に、
対象地域とした新上五島町および五島市において、
各EV・ITS実配備促進協議会（地元協議会）が設
置されている。地元協議会は、地元の自治体やレン
タカー、タクシー事業者、宿泊・観光事業者などで
構成され、上述の各要件を基に地元のニーズ等を考
慮して発注仕様書を作成し、EV等の導入を行うと
共に、それらの運用管理を行っている。なお、これ
らの発注仕様書は、他地域でも参考にできるよう、
県HPにおいて公開されている９）。
　2-4　長崎EV&ITSプロジェクトの推進
1 ）EV等の配備
　同プロジェクトでは、まず2009年度において、初
期導入としてEV100台の実配備を行った。詳細な
内訳は、新上五島町（上五島）35台、五島市（下五島）
65台と、おおむね1：2の比率としており、これは
上五島、下五島の人口比や年間の観光客数の規模に
相当する。コンソーシアムWG1における機能要件
が、1日に2回までの急速充電によって島を周遊で
きること、想定する利用者を3名程度のグループと
なる個人観光客としたことから、約100km以上の
一充電走行距離（Fig.3）と乗車定員4名以上とされ、

のは容易でない。実際、長崎が長らく三菱重工にお
ける最重要拠点であった歴史を有し、さらに100台
規模のEV集中導入を行ったとしても、三菱自工が
長崎県に生産工場を立地するには至らなかった。し
かし、エネルギーについては関連産業の下地を少な
からず有し、プロジェクト期間内に総務省、NEDO、
環境省など、各国機関等によるプロジェクト獲得も
行えたことから、当該分野における取り組みは、同
プロジェクトに関連して最も地域新産業の創出につ
ながったといえる。長崎県は、同プロジェクトを県
内新産業の振興につなげるため、2011年度から「長
崎県EV等関連産業参入促進事業」を開始し、県内
企業を集めた地元事業化検討会の開催、および事業
化可能性調査委託（FS）、事業化促進事業（試作）
として県内企業による事業化を支援した。中でも、
2011年度に協和機電工業等により行われたFS事業
は、翌年度に環境省による離島型マイクログリッド
モデル構築事業に発展した。
　また、たまたま同時期に環境省による浮体式洋上
風力発電実証事業が五島市椛島において行われてい
たことから，長崎県および五島市においては、両事
業を連携させて取り組んだ。県においては、同プロ
ジェクトを所管するEVプロジェクト推進室をグ
リーンニューディール推進室と統合する形で発展的
に解消した後、洋上風力発電に加え、潮流発電等も
含めた海洋再生エネルギーのフィールド実証を推進
する「ながさき海洋・環境産業拠点特区」としての
認定を受けた海洋・環境産業創造課に引き継いでい
る。同プロジェクトによる取り組みを、長崎県とし
てより優位性を発揮できる海洋への新産業創出・振
興の取り組みに発展させつつ、EV等に関する取り
組みも、プロジェクト期間終了後、継続して行って
いる。
　2-5　長崎EV&ITSプロジェクトの成果
　同プロジェクトにおける技術的検討の成果は、
EVとITSの連携に係る各種の機器、システム等の
仕様が「長崎EV&ITSモデル発注仕様集」として
整理され、公開されている。上述した急速充電器、
充電設備ネットワークシステム、ITSスポット、観
光情報プラットフォームの他、ITS車載器に関して、
EVの 車 内CAN（Controller Area Network）か ら
情報出力を得るCANゲートウェイや、IPコンテン
ツとカーナビとで位置情報を交換する表現形式
POIX_EXなどを全国に先駆けて採用し、関係団体
における規格検討を後押しした。

　離島地域におけるEVの大量集中導入と、そのた
めのインフラ整備を進めた先進的な取り組みは、前
述のITS世界会議各回に加え、第3回日独環境
フォーラム（2010）、第1回国際EV先進都市会議

（2011）など、数多くの国際会議における発表機会
も得て、国内外への発信を積極的に行った。そのこ
とにより、経産省EV・PHVタウンベストプラクティ
スの一つとしてだけでなく、IEA（国際エネルギー
機関）によるEV City Casebookにおける2度の掲
載や、EV関連分野で最大の国際会議であるEVS-27

（2013）において、五島市・新上五島町がアジアを
代表するEV先進都市としてE-Visionary Awardを
受賞するなど、非常に高い国際的認知を得て，その
地位を確立した。
　同プロジェクトに関するマスコミ掲載件数は累
計200件超、EVレンタカー利用者数は年間約2万
人超を数えたが、一方で観光客増への効果は数%
に留まった。減少傾向にあったものをプラスに転
じさせたともいえるが、同時にさまざまな観光キャ
ンペーンの取り組みがなされており，同プロジェ
クトの直接的効果として評価することは困難であ
る。本質的にも、EVやITSはそれ自体が目的では
なく、あくまで移動手段であることからも、その
効果評価を独立に行うことが容易でないことは一
つの課題といえる。
　ただ、同プロジェクトを契機に、上述の海洋再生
可能エネルギーの実証推進に加え、自動運転やド
ローン、水中ロボット等を含むロボット新産業創造
の取り組みを始めたり、複数の県内企業がEV等の
製作に進出し、特に五島市で離島向けの超小型EV
の製造を継続的に進めたりするなど、さまざまな取
り組みが新たに始められており、先進技術による地
方創生として注目したい。
　EVは、単なるガソリン車の代替ではない。現代
の社会システムは、従来の内燃機関自動車（CV：
Combustion Vehicle）に適したようにつくられてい
るが、一方で地方部において進むガソリンスタンド
の廃業など、その構造は衰退しつつある。EVは車
というハードの姿を取りながら、移動、情報通信、
エネルギーなどの多様な領域で既存の枠組を見直さ
せ、イノベーションを興す一種の「メディア」とし
て捉えるべきであり、特に課題先進地である地方部
でこそ、大きな意味を持ち得るといえる。これまで

「辺縁」「辺境」であった離島・へき地における試みが、
次世代の持続的社会を考える上で重要な示唆を与え

る可能性がある。

　本稿では、長崎県五島列島におけるEVとITSの
実用化を目指した長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、特にそのプロジェクトの推進における要点に
ついて述べた。EVの性能や普及に関する状況、
ITSスポットサービスに関する状況などは、当時の
事情が強く関係するが、そうした状況の中で、将来
に資するよう行われた検討や判断についての報告
は、数多くの事例の客観的俯瞰に対し、文化人類学
などの分野におけるエスノグラフィ（Ethnography:
行動観察調査）といわれるものに当たり、今後、
その他の先進技術の地域への社会実装に取り組む
際に必要となる留意点を具体的に提供できると思
われる。
　筆者はその後、東京で開催されたITS世界会議

（2013）において、同プロジェクトの成果公開の後、
東北にその取り組みの場を移した。EVや自動運転、
ロボットなど、先進技術の実証・社会実装による地
方創生の取り組みには、仙台市における近未来技術
実証を推進する国家戦略特区としての認定や、その
推進のために東北次世代移動体システム技術実証コ
ンソーシアムの設立など、長崎で得られた知見・経
験が活かされている。
　また、2017年度から電気自動車普及協会（APEV）
において東京都庁に協力し、八丈島や新島など、東
京都島嶼部におけるEV導入・普及の取り組みが始
められている。持続的な地方創生のためには、地域
の課題と特性を見出し、かつ地域が主体的に取り組
めるように進めていくことが重要である。2018年8
月末から9月には現地におけるEV関連イベント開
催が予定されており、今後の進捗に注目されたい。
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当初構想に対し、これは少なからず方針転換を生じ
た。当時、携帯通信網を利用したテレマティクスに
よる情報提供サービスは、既に各メーカによって実
用化されており、ITSスポットサービスとは競合す
るものだった。テレマティクスサービスを採用する
のであれば、ITSスポットサービスの必要性は無い
と考えられていたのであ
る。しかし、テレマティ
クスサービスには大きな
欠点があった。情報通信
に3G等携帯網を利用す
るため、車両ごとに通信
契約が必要となり、100
台規模の運用となると、
その維持コストは後年、
地元に大きな負担を課す
ものとなる。一方、通信
契約を行わない場合は、
情報の更新修正が行えな
いという欠点が生じた。
それに対し、ITSスポッ
トサービスについては通
信料の負担が無く、設置
されたスポットとの通信
で、常に最新の情報を得
ることができる。また、

テレマティクスサービスは、各メーカで規格が分か
れ、互換性が無い問題点もあった。そうした点から、
同プロジェクトでは、「観光情報プラットフォーム」

（Fig.7）なるシステムを新たに開発した。同システ
ムでは、観光情報等の地域情報コンテンツを「地域
データセンター」において統合的に管理し、通常の
インターネット通信（TCP/IP）によって、PCやス
マートフォンなど幅広いメディア端末で閲覧できる
とともに、共通する情報をITSスポットサービスに
おけるIP系通信サービスでも得られるようにして
いる。ITSスポットサービスには、走行中の車両と
情報通信を行う非IP系の通信サービスに加え、
SA/PA等で駐車中にスポットと路車間通信を行う
IP系通信サービスが規格されており、同機能を活
用することで、テレマティクスサービスとも共用で
きるシステムを構築した。
　本プラットフォームにより、利用者がアクセスす
る地域情報がEV車両上・カーナビ上のみならず、
他メディアでも一貫して利用可能となり、また地元
事業者や住民が情報を常時更新修正することが可能
となる。観光だけでなく、地域のさまざまな情報を
登録することで、多様な用途に活用することも可能
である。通常のインターネット情報に加え、車両上
のカーナビにも情報提供できるのが大きな特徴であ
る。IPコンテンツとカーナビ上とで位置情報を交
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換するための表現形式として、位置情報表現形式ガ
イドラインPOIX EXが策定されている11）。同プロ
ジェクトでは、これを参照し、システム開発、デー
タ作成、およびPC、スマートフォン、携帯電話

（フィーチャーフォン）、ITS車載器（IP系対応）の
それぞれに対するコンテンツ画面作成が行われ、「長
崎みらいナビin五島」と名付けられた（Fig.8）。こ
れにより、利用者はユーザ登録を行い、PCやスマー
トフォンなどの他メディアで事前に「My PLAN」
として目的地としたいスポットリストを登録してお
くことで、現地のIP系ITSスポット下で路車間通
信し、EV上のカーナビに比較的容易にナビルート
を設定することができる。
　2011年度にITSスポットRSUとして、IP系12基、
非IP系8基が、Fig.4に示す各スポットに整備され
た。同年度内に暫定的な情報サービスが行われた後、
2012年度に上述の観光情報プラットフォームが完
成し、オンラインで最新情報を通信可能な体制が整
えられた。また、非IP系サービスとしては、アッ
プリンクによるプローブ情報の収集を行う他、ダウ
ンリンクにより、個別プッシュおよび蓄積情報の配
信が行われる（Fig.9）。五島においては、ITSスポッ
トのRSU（Road Side Unit：路側通信装置）につい
ては、Fig.4に示すように急速充電器に併設されて
いる。IP系スポットは急速充電のための駐車中に
接続するよう設置された一方、非IP系スポットは、
主に充電インフラ設置拠点へ入場する際に通信が行
われる位置に設置され、個別プッシュ情報としては、
当該拠点における設置インフラ設備等の案内、蓄積
情報としては、当該拠点の次に向かうと考えられる
拠点の情報について、所定の道路上経由地に到達し
た際に表示されるよう配信されている。ETC2.0と
して配備されている高速道路上と異なり、五島にお
いては、一般道路上に向けた5.8GHz DSRC通信は
基本的に認められず、充電インフラ設置拠点の区域

内のみに制限された点は、非IP系スポットの設置
を考えた際の一つの課題である。これらのITSシス
テムに関する特記仕様書等についても、他の機器と
同様、長崎県HPにて公開されている９）。
　ETC2.0として配備されている高速道路上と異な
り、一般道路上でのITSスポットRSUの設置例は、
千葉県柏市における商業施設駐車場数カ所に設置さ
れている他、全国数カ所の道の駅への設置例12）、ま
た、関東や中部地域で大雨等の災害対策上、必要な
一部区間（計20箇所）13）など、いまだに多くない中、
五島のような一地域内における集中的配置は特異的
である。ETC2.0で収集されるプローブ情報は、全
国の高速道路会社等におけるプローブ処理装置を経
由して、関東地方整備局に設置されたプローブ統合
サーバに収集される。一方、五島におけるITSスポッ
トから収集されたプローブ情報は、長崎県庁に設置
されたプローブ処理装置で収集されるのみで、上記
統合サーバに基本的に接続されていない。このこと
から、2012年度に国土技術政策総合研究所により、
一般道において収集された道路プローブ情報の集
約・共有についての実証研究が行われた14）。離島故、
全国の道路サービスと分離されているからこそ実証
が行うことができた例といえる。
4 ）エネルギー関連の取り組み
　同プロジェクトでは、当初構想でのEV、ITS関
連に加え、当時スマートグリッド、スマートコミュ
ニティなどへの関心が高まっていたことから、コン
ソーシアムWG4（エコアイランド関連）として、
エネルギー関連についての検討が加えられた。これ
は、同プロジェクトにおける地域の新産業づくりに
少なからず寄与が大きかった。
　長崎県は、九州内でも自動車関連産業が最も少な
く、それが同プロジェクトを構想する動機の一つで
あったが、比較的参入しやすいとはいえ、新たに
EVに関連した新産業を特に基盤のない地域に興す

これに該当する車両として、三菱i-MiEVが選定さ
れた。これらのEVは合計で20社のレンタカー事業
者に配分され、主に観光用レンタカーとして運用さ
れた。加えて、上五島・下五島各1箇所2基ずつの
計2箇所4基の急速充電器も配置された。
　さらに翌2010年度においては、導入されたEV100
台をもってEVパレードなども行うイベントを開催

（2010年7月）し、国内外へのプロジェクトの発信
と地元住民への普及啓発、およびコンソーシアム会
員等関係者間の関係強化を行い、さらに急速充電器
計6箇所11基、トヨタプリウスPHV2台（五島市の
みに配置）、三菱i-MiEV16台、日産LEAF1台の追
加配備を行った。日産LEAFについては、一部は
レンタカーとしても配備されたが、特にタクシー事
業者からのニーズが高く、追加配備における機能要
件の一部見直しが行われ、続く2011年度には、さ
らに日産LEAF21台を追加、最終的にEV138台

（i-MiEV116台，LEAF22台）、PHV2台（プリウス
PHV）の合計140台が実配備された。
2 ）充電インフラの配備
　急速充電器については、第1期整備において、8
箇所15基の設置がWG1において提言されたが、工
事・準備期間の関係から年度をまたいで整備された。
また、充電器の配置箇所や基数については、急速充
電器1基当たり1日に最大約8台が利用すると考え、

一方で、各充電スポットが20～25kmごとに必要と
されたことに加え、急速充電でも1回30分程度の待
ち時間を要することから、その配置場所を観光、飲
食、休憩等が可能な立ち寄り拠点に整備することと
して配置案を定めた。さらに、第1期整備後の各充
電スポットの利用状況を分析し、第2期以降の追加
配備により、環境を充実させた（Fig.4）。
　この他、200V普通充電設備について、設置コス
トが安価であることから、地元市町において設置補
助制度を設け、宿泊施設、飲食店、観光施設（海水
浴場なども含む）など、幅広く整備が行われた。
　充電設備については、設置場所の分布の他にもい
くつかの要件が検討された。五島における充電設備
については、離島部故に塩害対策が必要とされた他、
世界遺産登録推進の関係もあり、景観への配慮から
第1期ではスタンド型のものが設置された。しかし、
第2期以降では選択可能な機種がほぼ一体型のみと
なったことから、設置場所が制約され、利用者の利
便性を減じることがあった（例：頭ヶ島教会（新上
五島町）など）。
　また、特に急速充電設備は初めて利用される可能
性が高く、スタッフ等が常駐する設備への設置が推
奨された一方、日中以外や遠隔の拠点では、そうし
た人員の常駐が難しく、現実的には無人で利用可能
とする必要があった。そこで専用のICカードによ

る認証システムを整備し、レンタカーと一緒にカー
ドも貸し出し、車両返却時に利用回数を確認する対
応が主に取られた。充電設備の利用管理は、前述の
地元協議会として地元自治体が毎月の事業者ごとの
利用履歴を集計・精算する方法が取られている。当
初は担当の職員が各充電設備を回り、管理状態や利
用状況の確認を行っていたが、その後、遠隔に監視・
管理等が可能な充電設備ネットワークシステム

（Fig.5）９）を地元企業中心に行い、管理業務の負担
軽減を実現している。こうした管理システムは、全
国的な企業による先行開発・商品化例があったが、
予約・決済などを省いた必要最小限の機能に絞った
開発によって、より低コストで地元ニーズに合致し
た開発導入が行われている。
3 ）ITS情報システムの整備
　以上のようなEVのために必要な整備に加え、同
プロジェクトの大きな特徴として、ITS（Intelligent 
Transport Systems: 高度道路交通システム）との
連携による「未来型ドライブ観光モデル」の構築が
掲げられ、当時ではITSスポット（現ETC2.0）と
呼ばれていた路車間通信システムの活用が試みられ
た。EVについては、既に市販化された車両や充電
機器を配備し、実運用として取り組みが行われた一

方、ITSについては、実証実験、研究開発的な取り
組みが行われたといえる。
　同プロジェクトの予算は、いわゆる道路特定財源
の一般財源化となる地域活力基盤創造交付金（後に
社会基盤整備総合交付金）が主に活用された。また、
プロジェクトの企画立案においては、国土交通省関
係者やITS分野に詳しい専門家が多く関係していた
こともあり、全国的に見ても、より先進的な取り組
みが行われたといえる。
　大きな特徴は、ITS車載器（ITSスポット対応カー
ナビ）の導入であった10）。平成30年現在、ETC2.0は、
まだ基本的に高速道路上のサービスのみにとどまっ
ており、一般道上での機能はほとんど有していない
が、同プロジェクトでは、このITSスポットの一般
道上でのサービスの可能性を検討する取り組みが行
われた。
　ITSスポットサービス（Fig.6）は、国土交通省
により、高速道路を中心として走行中の車両との高
速・大容量の路車間情報通信を行い、車両からのアッ
プリンクによる車両の走行履歴情報の収集と、ダウ
ンリンクによるインフラ側からの情報提供によっ
て、交通事故・渋滞など道路交通環境の改善に資す
ることを目的に、日本においては5.8GHzのDSRC

Fig.8　長崎みらいナビin五島 Fig.9　非IP系ITSスポットサービスの例



　本稿を執筆する少し前の2018年5月4日、ユネス
コ世界遺産委員会の諮問機関（イコモス）が「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について世
界遺産登録を勧告した１）２）。正式には、その後の
本委員会での決定となるが（注：2018年7月正式登
録）、2007年1月の暫定リスト登録以降、長崎県や
関係市町では一体となって本登録への活動を行って
きた成果がやっと実を結ぶこととなる。長崎県にお
いては、「明治日本の産業革命遺産」に続く2つ目
の世界遺産となるが３）、元々同県では、上記キリシ

タン関連遺産を先に候補として推進してきた。
　「長崎EV&ITSプロジェクト」は、長崎県五島列
島地域において、EV（電気自動車）とITS（高度
交通システム）の導入と、その連携統合によるモデ
ル構築と実用化を行い、離島地域に新たな産業と雇
用を創出し、地域活性化を行うことを目指して進め
られた。同じ離島地域である対馬や壱岐に対し、同
プロジェクトが、なぜ五島列島で行われたかについ
ては、いくつかの理由があるが、その一つに、この
世界遺産登録推進がある。EVを観光用のレンタ
カーやタクシーなどといった移動の足とすること
で、エコでクリーンなドライブ観光モデルの構築が
プロジェクトの目的として掲げられたのである。
　同プロジェクトは、県においては2009年度から
2013年度まで5年度にわたる取り組みであり、県庁
内における推進体制は、プロジェクト期間の終了と
共に発展的に解消された。しかし、プロジェクトと

しての予算や人員は無くなった後も、同地域では、
今もEVレンタカーやタクシーの運用が続けられて
いる他、当地におけるEV製造という直接的な取り
組みに加え、同時期に行われた浮体式洋上風力発電
の実証と関連し、海洋再生エネルギーの実証特区（な
がさき海洋・環境産業拠点特区）４）５）としての認
定や、水中ロボットや自動運転などを含むロボット
新産業の創出・振興といった新たな取り組みが創出
されている。EVやITS、スマートコミュニティと
いった先進技術の実証と社会実装の取り組みが、当
地にその地ならではの新たな産業の創出・振興へと
発展したと考えられる。
　本稿では、この長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、その構想立案に係る経緯とその推進における
各要点、そしてプロジェクトによって得られた成果
の概要について述べる。

　2-1　長崎県の離島とそこにおけるモデル創出
　長崎県における離島の数は971、有人島だけでも
73と、わが国都道府県で最も多い（2010年国勢調
査）。このうち、法指定有人離島51島の総面積は
1,550.69㎢で、県全体の約4割弱、人口は136,983人
で約1割弱を占めている６）７）。この人口は平成22
年国勢調査時点の数字であり、その数は年々減り続
け、この40年で半減している。離島部における出

生率は、県全体で見てもむしろ高い水準にあり、そ
の最大の原因は、低い有効求人倍率（本土に対し
15～20ポイント低い）や高卒者の高い島外転出率

（80 ～ 90％）に見られるように、産業と雇用の不足
に起因している。
　2009年、経済産業省は「低炭素社会づくり行動
計画」の取り組み方針にも位置付けられるEV、
PHV（プラグインハイブリッド自動車）の本格普
及に向けて、その初期需要を創出するため、モデル
地域として、まず第1期EV・PHVモデルタウン8都
府県を選定した８）。長崎県はそのうちの一つとして、
特に離島地域でのモデル創出を大きな特徴として選
定を受けた。その中でも特徴的な取り組みが、「長
崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」である。
　2-2　長崎EV&ITSプロジェクトの背景
　五島列島は、長崎県の西、東シナ海上に浮かぶ列
島地域であり、主に北側から中通島、若松島、奈留島、
久賀島、福江島の5つの島と、数多くのより小型の
離島とで構成される。また、行政区としては、主に
中通島、若松島などで構成される新上五島町（上五
島）と、奈留島以南の島で構成される五島市（下五島）
の他、北松浦郡小値賀町、佐世保市（宇久島）など
で構成される。その人口は、五島市および新上五島
町の合計で約6万人余り、面積は約635平方キロと、
東京23区とほぼ同等、車両保有台数は4万台弱とい
う規模である（Fig.1）。

　同プロジェクトにおいては、五島列島地域に100
台規模でのEV・PHVの集中導入を行い、主に観光
用のレンタカーやタクシーとして運用するととも
に、急速充電器などのEV向けインフラも集中整備
し、またITSによる観光情報システムを整備し、そ
の統合による「未来型ドライブ観光モデル」を構築
することで、観光や環境への貢献と、それを契機と
した地域産業づくりが目指された。
　同時に長崎県庁では、室長以下計6名を擁する

「EVプロジェクト推進室」の設置に加え、EV、 ITS
など先進技術に関する企画立案、プロジェクト推進
を行う必要があるため、学界から人材が求められ、
筆者が専任の政策監として就任することとなった。
　さらに、県外から優れた技術や製品、システムの
導入を促すとともに、この導入・実装をその他の地
域へのモデルとできるよう、高度で広い知見を有し
た産学官のメンバーを一同に集められる体制とし
て、「長崎EV&ITSコンソーシアム」が2009年10
月8日に設立された。同コンソーシアムは、慶應義
塾大学・川嶋弘尚教授を会長に迎え、また副会長を
九州電力から迎えることで、九州全体の産業界の参
画を得ると共に、国交省、経産省など、国の関係省
庁も含めた理事会メンバーを構成することにより、
国政策と協調する体制が整えられた（Fig.2）。また
会員には、トヨタ、日産、三菱自工など自動車メー
カー、さらに電機・カーナビメーカー、情報・イン

フラ関連企業、地場企業・団体、学識者・業界団体、
地元市町、国・他都道府県等の幅広い会員を集め、
その会員数は設立時の99社・者から、プロジェク
ト期間中は最大200超を数えた。「長崎」という一
地域の名を冠しながら、そこでの議論は国際標準化
をも視野に入れたものとなり、各分野から注目を集
めた。何より、国内はもちろん国際的に見ても、当
時これだけの規模でEVの集中導入を行ったところ
は無く、そうした本格的な実装から得られる知見の
重要性が注目されたのが理由といえる。
　離島におけるEV導入については、離島における
燃料代の高さが理由の一つとして挙げられるが、実
際には必ずしも当てはまらない。現地においては、
離島振興法等により、揮発油税の減免措置や石油小
売価格への支援が既に行われており、将来的な不安
や懸念はありつつも、短期的な対応を必要とする動
機とはなっていない。その点で、国や上記コンソー
シアム等による長期的視野に基づく推進の必要性が
あったと考えられる。
　2-3　長崎EV&ITSコンソーシアム
　同プロジェクトの取り組みは、上記コンソーシア
ムにおける方針検討の下で進められた。当初におい
て、プロジェクト全体計画およびコンソーシアムの
運営は、道路新産業創造機構（HIDO）が事務局と
して受託して行われ、まず短期的に実現可能な施策
から実施し、2010年10月開催の釜山ITS世界会議

を目標に開発・実配備を行い、世界の有識者へPR
を行うものとされた。さらにその後は、途中期間で
の進捗報告を行いつつ、2013年10月に東京で開催
されるITS世界会議において、システム、サービス
のさらなる取り組みが進んだプロジェクトの最新成
果を発信することが目標として定められた。
　その実現のため、コンソーシアムの下に、各分野
について具体的検討を行う作業部会（WG）が設置
された。すなわち、導入されるEV・PHV等の車両や、
充電設備に関連するWG1、DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）路側装置など、
ITSインフラやITS車載器に関連するWG2、情報
コンテンツやサービス・システムの整備や地域情報
の収集・提供等の運用方法に関連するWG3、さら
に当時、スマートグリッド・マイクログリッド、ス
マートコミュニティ等に対する注目度が高かったこ
とから、世界遺産登録推進に向けても、EVへ供給
するエネルギーを再生可能エネルギーで賄えるよう
なエコアイランド推進の検討を行うWG4の4つが
設置された。
　まず初年度2009年度においては、WG1に関して、
EV・PHV利用経験の無い観光客が従来のガソリン
車と同様の利便性を極力確保できるような仕様とす
ることを基本コンセプトに、普通充電設備、急速充
電設備、車両に対する各要件が策定された。
　WG2以下、他のWGについても同様に、基本コン

セプトおよび、それに合致する各機器等の要件が定
められた。これらの各WGでの検討結果は、機能要
件、技術的要件といった形で、対象とする五島列島
地域のみならず、他地域にも適用可能なように策定
されている。一方、上記コンソーシアムとは別に、
対象地域とした新上五島町および五島市において、
各EV・ITS実配備促進協議会（地元協議会）が設
置されている。地元協議会は、地元の自治体やレン
タカー、タクシー事業者、宿泊・観光事業者などで
構成され、上述の各要件を基に地元のニーズ等を考
慮して発注仕様書を作成し、EV等の導入を行うと
共に、それらの運用管理を行っている。なお、これ
らの発注仕様書は、他地域でも参考にできるよう、
県HPにおいて公開されている９）。
　2-4　長崎EV&ITSプロジェクトの推進
1 ）EV等の配備
　同プロジェクトでは、まず2009年度において、初
期導入としてEV100台の実配備を行った。詳細な
内訳は、新上五島町（上五島）35台、五島市（下五島）
65台と、おおむね1：2の比率としており、これは
上五島、下五島の人口比や年間の観光客数の規模に
相当する。コンソーシアムWG1における機能要件
が、1日に2回までの急速充電によって島を周遊で
きること、想定する利用者を3名程度のグループと
なる個人観光客としたことから、約100km以上の
一充電走行距離（Fig.3）と乗車定員4名以上とされ、
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のは容易でない。実際、長崎が長らく三菱重工にお
ける最重要拠点であった歴史を有し、さらに100台
規模のEV集中導入を行ったとしても、三菱自工が
長崎県に生産工場を立地するには至らなかった。し
かし、エネルギーについては関連産業の下地を少な
からず有し、プロジェクト期間内に総務省、NEDO、
環境省など、各国機関等によるプロジェクト獲得も
行えたことから、当該分野における取り組みは、同
プロジェクトに関連して最も地域新産業の創出につ
ながったといえる。長崎県は、同プロジェクトを県
内新産業の振興につなげるため、2011年度から「長
崎県EV等関連産業参入促進事業」を開始し、県内
企業を集めた地元事業化検討会の開催、および事業
化可能性調査委託（FS）、事業化促進事業（試作）
として県内企業による事業化を支援した。中でも、
2011年度に協和機電工業等により行われたFS事業
は、翌年度に環境省による離島型マイクログリッド
モデル構築事業に発展した。
　また、たまたま同時期に環境省による浮体式洋上
風力発電実証事業が五島市椛島において行われてい
たことから，長崎県および五島市においては、両事
業を連携させて取り組んだ。県においては、同プロ
ジェクトを所管するEVプロジェクト推進室をグ
リーンニューディール推進室と統合する形で発展的
に解消した後、洋上風力発電に加え、潮流発電等も
含めた海洋再生エネルギーのフィールド実証を推進
する「ながさき海洋・環境産業拠点特区」としての
認定を受けた海洋・環境産業創造課に引き継いでい
る。同プロジェクトによる取り組みを、長崎県とし
てより優位性を発揮できる海洋への新産業創出・振
興の取り組みに発展させつつ、EV等に関する取り
組みも、プロジェクト期間終了後、継続して行って
いる。
　2-5　長崎EV&ITSプロジェクトの成果
　同プロジェクトにおける技術的検討の成果は、
EVとITSの連携に係る各種の機器、システム等の
仕様が「長崎EV&ITSモデル発注仕様集」として
整理され、公開されている。上述した急速充電器、
充電設備ネットワークシステム、ITSスポット、観
光情報プラットフォームの他、ITS車載器に関して、
EVの 車 内CAN（Controller Area Network）か ら
情報出力を得るCANゲートウェイや、IPコンテン
ツとカーナビとで位置情報を交換する表現形式
POIX_EXなどを全国に先駆けて採用し、関係団体
における規格検討を後押しした。

　離島地域におけるEVの大量集中導入と、そのた
めのインフラ整備を進めた先進的な取り組みは、前
述のITS世界会議各回に加え、第3回日独環境
フォーラム（2010）、第1回国際EV先進都市会議

（2011）など、数多くの国際会議における発表機会
も得て、国内外への発信を積極的に行った。そのこ
とにより、経産省EV・PHVタウンベストプラクティ
スの一つとしてだけでなく、IEA（国際エネルギー
機関）によるEV City Casebookにおける2度の掲
載や、EV関連分野で最大の国際会議であるEVS-27

（2013）において、五島市・新上五島町がアジアを
代表するEV先進都市としてE-Visionary Awardを
受賞するなど、非常に高い国際的認知を得て，その
地位を確立した。
　同プロジェクトに関するマスコミ掲載件数は累
計200件超、EVレンタカー利用者数は年間約2万
人超を数えたが、一方で観光客増への効果は数%
に留まった。減少傾向にあったものをプラスに転
じさせたともいえるが、同時にさまざまな観光キャ
ンペーンの取り組みがなされており，同プロジェ
クトの直接的効果として評価することは困難であ
る。本質的にも、EVやITSはそれ自体が目的では
なく、あくまで移動手段であることからも、その
効果評価を独立に行うことが容易でないことは一
つの課題といえる。
　ただ、同プロジェクトを契機に、上述の海洋再生
可能エネルギーの実証推進に加え、自動運転やド
ローン、水中ロボット等を含むロボット新産業創造
の取り組みを始めたり、複数の県内企業がEV等の
製作に進出し、特に五島市で離島向けの超小型EV
の製造を継続的に進めたりするなど、さまざまな取
り組みが新たに始められており、先進技術による地
方創生として注目したい。
　EVは、単なるガソリン車の代替ではない。現代
の社会システムは、従来の内燃機関自動車（CV：
Combustion Vehicle）に適したようにつくられてい
るが、一方で地方部において進むガソリンスタンド
の廃業など、その構造は衰退しつつある。EVは車
というハードの姿を取りながら、移動、情報通信、
エネルギーなどの多様な領域で既存の枠組を見直さ
せ、イノベーションを興す一種の「メディア」とし
て捉えるべきであり、特に課題先進地である地方部
でこそ、大きな意味を持ち得るといえる。これまで

「辺縁」「辺境」であった離島・へき地における試みが、
次世代の持続的社会を考える上で重要な示唆を与え

る可能性がある。

　本稿では、長崎県五島列島におけるEVとITSの
実用化を目指した長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、特にそのプロジェクトの推進における要点に
ついて述べた。EVの性能や普及に関する状況、
ITSスポットサービスに関する状況などは、当時の
事情が強く関係するが、そうした状況の中で、将来
に資するよう行われた検討や判断についての報告
は、数多くの事例の客観的俯瞰に対し、文化人類学
などの分野におけるエスノグラフィ（Ethnography:
行動観察調査）といわれるものに当たり、今後、
その他の先進技術の地域への社会実装に取り組む
際に必要となる留意点を具体的に提供できると思
われる。
　筆者はその後、東京で開催されたITS世界会議

（2013）において、同プロジェクトの成果公開の後、
東北にその取り組みの場を移した。EVや自動運転、
ロボットなど、先進技術の実証・社会実装による地
方創生の取り組みには、仙台市における近未来技術
実証を推進する国家戦略特区としての認定や、その
推進のために東北次世代移動体システム技術実証コ
ンソーシアムの設立など、長崎で得られた知見・経
験が活かされている。
　また、2017年度から電気自動車普及協会（APEV）
において東京都庁に協力し、八丈島や新島など、東
京都島嶼部におけるEV導入・普及の取り組みが始
められている。持続的な地方創生のためには、地域
の課題と特性を見出し、かつ地域が主体的に取り組
めるように進めていくことが重要である。2018年8
月末から9月には現地におけるEV関連イベント開
催が予定されており、今後の進捗に注目されたい。
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（狭域通信）として規格された。しかし当時はまだ
普及前であり、当初段階で路側装置（RSU：Road 
Side Unit）の価格が非常に高額だったため、五島
における配備は、国交省が2011年3月に全国1,600
箇所に設置したことで、現実的な設備価格に下がる
のを待つこととなった。一方、既に2010年度内に
EV100台が実配備され、観光用レンタカーとして
の活用が始められており、暫定的にでも観光情報の
提供が必要だった。そのため、第1期においては、
一時的に既存のテレマティクスサービスを用い、現
地の観光情報のカーナビ上での提供が行われた。
　ITSスポットサービスによる観光情報配信という
当初構想に対し、これは少なからず方針転換を生じ
た。当時、携帯通信網を利用したテレマティクスに
よる情報提供サービスは、既に各メーカによって実
用化されており、ITSスポットサービスとは競合す
るものだった。テレマティクスサービスを採用する
のであれば、ITSスポットサービスの必要性は無い
と考えられていたのであ
る。しかし、テレマティ
クスサービスには大きな
欠点があった。情報通信
に3G等携帯網を利用す
るため、車両ごとに通信
契約が必要となり、100
台規模の運用となると、
その維持コストは後年、
地元に大きな負担を課す
ものとなる。一方、通信
契約を行わない場合は、
情報の更新修正が行えな
いという欠点が生じた。
それに対し、ITSスポッ
トサービスについては通
信料の負担が無く、設置
されたスポットとの通信
で、常に最新の情報を得
ることができる。また、

テレマティクスサービスは、各メーカで規格が分か
れ、互換性が無い問題点もあった。そうした点から、
同プロジェクトでは、「観光情報プラットフォーム」

（Fig.7）なるシステムを新たに開発した。同システ
ムでは、観光情報等の地域情報コンテンツを「地域
データセンター」において統合的に管理し、通常の
インターネット通信（TCP/IP）によって、PCやス
マートフォンなど幅広いメディア端末で閲覧できる
とともに、共通する情報をITSスポットサービスに
おけるIP系通信サービスでも得られるようにして
いる。ITSスポットサービスには、走行中の車両と
情報通信を行う非IP系の通信サービスに加え、
SA/PA等で駐車中にスポットと路車間通信を行う
IP系通信サービスが規格されており、同機能を活
用することで、テレマティクスサービスとも共用で
きるシステムを構築した。
　本プラットフォームにより、利用者がアクセスす
る地域情報がEV車両上・カーナビ上のみならず、
他メディアでも一貫して利用可能となり、また地元
事業者や住民が情報を常時更新修正することが可能
となる。観光だけでなく、地域のさまざまな情報を
登録することで、多様な用途に活用することも可能
である。通常のインターネット情報に加え、車両上
のカーナビにも情報提供できるのが大きな特徴であ
る。IPコンテンツとカーナビ上とで位置情報を交

換するための表現形式として、位置情報表現形式ガ
イドラインPOIX EXが策定されている11）。同プロ
ジェクトでは、これを参照し、システム開発、デー
タ作成、およびPC、スマートフォン、携帯電話

（フィーチャーフォン）、ITS車載器（IP系対応）の
それぞれに対するコンテンツ画面作成が行われ、「長
崎みらいナビin五島」と名付けられた（Fig.8）。こ
れにより、利用者はユーザ登録を行い、PCやスマー
トフォンなどの他メディアで事前に「My PLAN」
として目的地としたいスポットリストを登録してお
くことで、現地のIP系ITSスポット下で路車間通
信し、EV上のカーナビに比較的容易にナビルート
を設定することができる。
　2011年度にITSスポットRSUとして、IP系12基、
非IP系8基が、Fig.4に示す各スポットに整備され
た。同年度内に暫定的な情報サービスが行われた後、
2012年度に上述の観光情報プラットフォームが完
成し、オンラインで最新情報を通信可能な体制が整
えられた。また、非IP系サービスとしては、アッ
プリンクによるプローブ情報の収集を行う他、ダウ
ンリンクにより、個別プッシュおよび蓄積情報の配
信が行われる（Fig.9）。五島においては、ITSスポッ
トのRSU（Road Side Unit：路側通信装置）につい
ては、Fig.4に示すように急速充電器に併設されて
いる。IP系スポットは急速充電のための駐車中に
接続するよう設置された一方、非IP系スポットは、
主に充電インフラ設置拠点へ入場する際に通信が行
われる位置に設置され、個別プッシュ情報としては、
当該拠点における設置インフラ設備等の案内、蓄積
情報としては、当該拠点の次に向かうと考えられる
拠点の情報について、所定の道路上経由地に到達し
た際に表示されるよう配信されている。ETC2.0と
して配備されている高速道路上と異なり、五島にお
いては、一般道路上に向けた5.8GHz DSRC通信は
基本的に認められず、充電インフラ設置拠点の区域

内のみに制限された点は、非IP系スポットの設置
を考えた際の一つの課題である。これらのITSシス
テムに関する特記仕様書等についても、他の機器と
同様、長崎県HPにて公開されている９）。
　ETC2.0として配備されている高速道路上と異な
り、一般道路上でのITSスポットRSUの設置例は、
千葉県柏市における商業施設駐車場数カ所に設置さ
れている他、全国数カ所の道の駅への設置例12）、ま
た、関東や中部地域で大雨等の災害対策上、必要な
一部区間（計20箇所）13）など、いまだに多くない中、
五島のような一地域内における集中的配置は特異的
である。ETC2.0で収集されるプローブ情報は、全
国の高速道路会社等におけるプローブ処理装置を経
由して、関東地方整備局に設置されたプローブ統合
サーバに収集される。一方、五島におけるITSスポッ
トから収集されたプローブ情報は、長崎県庁に設置
されたプローブ処理装置で収集されるのみで、上記
統合サーバに基本的に接続されていない。このこと
から、2012年度に国土技術政策総合研究所により、
一般道において収集された道路プローブ情報の集
約・共有についての実証研究が行われた14）。離島故、
全国の道路サービスと分離されているからこそ実証
が行うことができた例といえる。
4 ）エネルギー関連の取り組み
　同プロジェクトでは、当初構想でのEV、ITS関
連に加え、当時スマートグリッド、スマートコミュ
ニティなどへの関心が高まっていたことから、コン
ソーシアムWG4（エコアイランド関連）として、
エネルギー関連についての検討が加えられた。これ
は、同プロジェクトにおける地域の新産業づくりに
少なからず寄与が大きかった。
　長崎県は、九州内でも自動車関連産業が最も少な
く、それが同プロジェクトを構想する動機の一つで
あったが、比較的参入しやすいとはいえ、新たに
EVに関連した新産業を特に基盤のない地域に興す

これに該当する車両として、三菱i-MiEVが選定さ
れた。これらのEVは合計で20社のレンタカー事業
者に配分され、主に観光用レンタカーとして運用さ
れた。加えて、上五島・下五島各1箇所2基ずつの
計2箇所4基の急速充電器も配置された。
　さらに翌2010年度においては、導入されたEV100
台をもってEVパレードなども行うイベントを開催

（2010年7月）し、国内外へのプロジェクトの発信
と地元住民への普及啓発、およびコンソーシアム会
員等関係者間の関係強化を行い、さらに急速充電器
計6箇所11基、トヨタプリウスPHV2台（五島市の
みに配置）、三菱i-MiEV16台、日産LEAF1台の追
加配備を行った。日産LEAFについては、一部は
レンタカーとしても配備されたが、特にタクシー事
業者からのニーズが高く、追加配備における機能要
件の一部見直しが行われ、続く2011年度には、さ
らに日産LEAF21台を追加、最終的にEV138台

（i-MiEV116台，LEAF22台）、PHV2台（プリウス
PHV）の合計140台が実配備された。
2 ）充電インフラの配備
　急速充電器については、第1期整備において、8
箇所15基の設置がWG1において提言されたが、工
事・準備期間の関係から年度をまたいで整備された。
また、充電器の配置箇所や基数については、急速充
電器1基当たり1日に最大約8台が利用すると考え、

一方で、各充電スポットが20～25kmごとに必要と
されたことに加え、急速充電でも1回30分程度の待
ち時間を要することから、その配置場所を観光、飲
食、休憩等が可能な立ち寄り拠点に整備することと
して配置案を定めた。さらに、第1期整備後の各充
電スポットの利用状況を分析し、第2期以降の追加
配備により、環境を充実させた（Fig.4）。
　この他、200V普通充電設備について、設置コス
トが安価であることから、地元市町において設置補
助制度を設け、宿泊施設、飲食店、観光施設（海水
浴場なども含む）など、幅広く整備が行われた。
　充電設備については、設置場所の分布の他にもい
くつかの要件が検討された。五島における充電設備
については、離島部故に塩害対策が必要とされた他、
世界遺産登録推進の関係もあり、景観への配慮から
第1期ではスタンド型のものが設置された。しかし、
第2期以降では選択可能な機種がほぼ一体型のみと
なったことから、設置場所が制約され、利用者の利
便性を減じることがあった（例：頭ヶ島教会（新上
五島町）など）。
　また、特に急速充電設備は初めて利用される可能
性が高く、スタッフ等が常駐する設備への設置が推
奨された一方、日中以外や遠隔の拠点では、そうし
た人員の常駐が難しく、現実的には無人で利用可能
とする必要があった。そこで専用のICカードによ

る認証システムを整備し、レンタカーと一緒にカー
ドも貸し出し、車両返却時に利用回数を確認する対
応が主に取られた。充電設備の利用管理は、前述の
地元協議会として地元自治体が毎月の事業者ごとの
利用履歴を集計・精算する方法が取られている。当
初は担当の職員が各充電設備を回り、管理状態や利
用状況の確認を行っていたが、その後、遠隔に監視・
管理等が可能な充電設備ネットワークシステム

（Fig.5）９）を地元企業中心に行い、管理業務の負担
軽減を実現している。こうした管理システムは、全
国的な企業による先行開発・商品化例があったが、
予約・決済などを省いた必要最小限の機能に絞った
開発によって、より低コストで地元ニーズに合致し
た開発導入が行われている。
3 ）ITS情報システムの整備
　以上のようなEVのために必要な整備に加え、同
プロジェクトの大きな特徴として、ITS（Intelligent 
Transport Systems: 高度道路交通システム）との
連携による「未来型ドライブ観光モデル」の構築が
掲げられ、当時ではITSスポット（現ETC2.0）と
呼ばれていた路車間通信システムの活用が試みられ
た。EVについては、既に市販化された車両や充電
機器を配備し、実運用として取り組みが行われた一

方、ITSについては、実証実験、研究開発的な取り
組みが行われたといえる。
　同プロジェクトの予算は、いわゆる道路特定財源
の一般財源化となる地域活力基盤創造交付金（後に
社会基盤整備総合交付金）が主に活用された。また、
プロジェクトの企画立案においては、国土交通省関
係者やITS分野に詳しい専門家が多く関係していた
こともあり、全国的に見ても、より先進的な取り組
みが行われたといえる。
　大きな特徴は、ITS車載器（ITSスポット対応カー
ナビ）の導入であった10）。平成30年現在、ETC2.0は、
まだ基本的に高速道路上のサービスのみにとどまっ
ており、一般道上での機能はほとんど有していない
が、同プロジェクトでは、このITSスポットの一般
道上でのサービスの可能性を検討する取り組みが行
われた。
　ITSスポットサービス（Fig.6）は、国土交通省
により、高速道路を中心として走行中の車両との高
速・大容量の路車間情報通信を行い、車両からのアッ
プリンクによる車両の走行履歴情報の収集と、ダウ
ンリンクによるインフラ側からの情報提供によっ
て、交通事故・渋滞など道路交通環境の改善に資す
ることを目的に、日本においては5.8GHzのDSRC



　本稿を執筆する少し前の2018年5月4日、ユネス
コ世界遺産委員会の諮問機関（イコモス）が「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について世
界遺産登録を勧告した１）２）。正式には、その後の
本委員会での決定となるが（注：2018年7月正式登
録）、2007年1月の暫定リスト登録以降、長崎県や
関係市町では一体となって本登録への活動を行って
きた成果がやっと実を結ぶこととなる。長崎県にお
いては、「明治日本の産業革命遺産」に続く2つ目
の世界遺産となるが３）、元々同県では、上記キリシ

タン関連遺産を先に候補として推進してきた。
　「長崎EV&ITSプロジェクト」は、長崎県五島列
島地域において、EV（電気自動車）とITS（高度
交通システム）の導入と、その連携統合によるモデ
ル構築と実用化を行い、離島地域に新たな産業と雇
用を創出し、地域活性化を行うことを目指して進め
られた。同じ離島地域である対馬や壱岐に対し、同
プロジェクトが、なぜ五島列島で行われたかについ
ては、いくつかの理由があるが、その一つに、この
世界遺産登録推進がある。EVを観光用のレンタ
カーやタクシーなどといった移動の足とすること
で、エコでクリーンなドライブ観光モデルの構築が
プロジェクトの目的として掲げられたのである。
　同プロジェクトは、県においては2009年度から
2013年度まで5年度にわたる取り組みであり、県庁
内における推進体制は、プロジェクト期間の終了と
共に発展的に解消された。しかし、プロジェクトと

しての予算や人員は無くなった後も、同地域では、
今もEVレンタカーやタクシーの運用が続けられて
いる他、当地におけるEV製造という直接的な取り
組みに加え、同時期に行われた浮体式洋上風力発電
の実証と関連し、海洋再生エネルギーの実証特区（な
がさき海洋・環境産業拠点特区）４）５）としての認
定や、水中ロボットや自動運転などを含むロボット
新産業の創出・振興といった新たな取り組みが創出
されている。EVやITS、スマートコミュニティと
いった先進技術の実証と社会実装の取り組みが、当
地にその地ならではの新たな産業の創出・振興へと
発展したと考えられる。
　本稿では、この長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、その構想立案に係る経緯とその推進における
各要点、そしてプロジェクトによって得られた成果
の概要について述べる。

　2-1　長崎県の離島とそこにおけるモデル創出
　長崎県における離島の数は971、有人島だけでも
73と、わが国都道府県で最も多い（2010年国勢調
査）。このうち、法指定有人離島51島の総面積は
1,550.69㎢で、県全体の約4割弱、人口は136,983人
で約1割弱を占めている６）７）。この人口は平成22
年国勢調査時点の数字であり、その数は年々減り続
け、この40年で半減している。離島部における出

生率は、県全体で見てもむしろ高い水準にあり、そ
の最大の原因は、低い有効求人倍率（本土に対し
15～20ポイント低い）や高卒者の高い島外転出率

（80 ～ 90％）に見られるように、産業と雇用の不足
に起因している。
　2009年、経済産業省は「低炭素社会づくり行動
計画」の取り組み方針にも位置付けられるEV、
PHV（プラグインハイブリッド自動車）の本格普
及に向けて、その初期需要を創出するため、モデル
地域として、まず第1期EV・PHVモデルタウン8都
府県を選定した８）。長崎県はそのうちの一つとして、
特に離島地域でのモデル創出を大きな特徴として選
定を受けた。その中でも特徴的な取り組みが、「長
崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」である。
　2-2　長崎EV&ITSプロジェクトの背景
　五島列島は、長崎県の西、東シナ海上に浮かぶ列
島地域であり、主に北側から中通島、若松島、奈留島、
久賀島、福江島の5つの島と、数多くのより小型の
離島とで構成される。また、行政区としては、主に
中通島、若松島などで構成される新上五島町（上五
島）と、奈留島以南の島で構成される五島市（下五島）
の他、北松浦郡小値賀町、佐世保市（宇久島）など
で構成される。その人口は、五島市および新上五島
町の合計で約6万人余り、面積は約635平方キロと、
東京23区とほぼ同等、車両保有台数は4万台弱とい
う規模である（Fig.1）。

　同プロジェクトにおいては、五島列島地域に100
台規模でのEV・PHVの集中導入を行い、主に観光
用のレンタカーやタクシーとして運用するととも
に、急速充電器などのEV向けインフラも集中整備
し、またITSによる観光情報システムを整備し、そ
の統合による「未来型ドライブ観光モデル」を構築
することで、観光や環境への貢献と、それを契機と
した地域産業づくりが目指された。
　同時に長崎県庁では、室長以下計6名を擁する

「EVプロジェクト推進室」の設置に加え、EV、 ITS
など先進技術に関する企画立案、プロジェクト推進
を行う必要があるため、学界から人材が求められ、
筆者が専任の政策監として就任することとなった。
　さらに、県外から優れた技術や製品、システムの
導入を促すとともに、この導入・実装をその他の地
域へのモデルとできるよう、高度で広い知見を有し
た産学官のメンバーを一同に集められる体制とし
て、「長崎EV&ITSコンソーシアム」が2009年10
月8日に設立された。同コンソーシアムは、慶應義
塾大学・川嶋弘尚教授を会長に迎え、また副会長を
九州電力から迎えることで、九州全体の産業界の参
画を得ると共に、国交省、経産省など、国の関係省
庁も含めた理事会メンバーを構成することにより、
国政策と協調する体制が整えられた（Fig.2）。また
会員には、トヨタ、日産、三菱自工など自動車メー
カー、さらに電機・カーナビメーカー、情報・イン

フラ関連企業、地場企業・団体、学識者・業界団体、
地元市町、国・他都道府県等の幅広い会員を集め、
その会員数は設立時の99社・者から、プロジェク
ト期間中は最大200超を数えた。「長崎」という一
地域の名を冠しながら、そこでの議論は国際標準化
をも視野に入れたものとなり、各分野から注目を集
めた。何より、国内はもちろん国際的に見ても、当
時これだけの規模でEVの集中導入を行ったところ
は無く、そうした本格的な実装から得られる知見の
重要性が注目されたのが理由といえる。
　離島におけるEV導入については、離島における
燃料代の高さが理由の一つとして挙げられるが、実
際には必ずしも当てはまらない。現地においては、
離島振興法等により、揮発油税の減免措置や石油小
売価格への支援が既に行われており、将来的な不安
や懸念はありつつも、短期的な対応を必要とする動
機とはなっていない。その点で、国や上記コンソー
シアム等による長期的視野に基づく推進の必要性が
あったと考えられる。
　2-3　長崎EV&ITSコンソーシアム
　同プロジェクトの取り組みは、上記コンソーシア
ムにおける方針検討の下で進められた。当初におい
て、プロジェクト全体計画およびコンソーシアムの
運営は、道路新産業創造機構（HIDO）が事務局と
して受託して行われ、まず短期的に実現可能な施策
から実施し、2010年10月開催の釜山ITS世界会議

を目標に開発・実配備を行い、世界の有識者へPR
を行うものとされた。さらにその後は、途中期間で
の進捗報告を行いつつ、2013年10月に東京で開催
されるITS世界会議において、システム、サービス
のさらなる取り組みが進んだプロジェクトの最新成
果を発信することが目標として定められた。
　その実現のため、コンソーシアムの下に、各分野
について具体的検討を行う作業部会（WG）が設置
された。すなわち、導入されるEV・PHV等の車両や、
充電設備に関連するWG1、DSRC（Dedicated Short 
Range Communications：狭域通信）路側装置など、
ITSインフラやITS車載器に関連するWG2、情報
コンテンツやサービス・システムの整備や地域情報
の収集・提供等の運用方法に関連するWG3、さら
に当時、スマートグリッド・マイクログリッド、ス
マートコミュニティ等に対する注目度が高かったこ
とから、世界遺産登録推進に向けても、EVへ供給
するエネルギーを再生可能エネルギーで賄えるよう
なエコアイランド推進の検討を行うWG4の4つが
設置された。
　まず初年度2009年度においては、WG1に関して、
EV・PHV利用経験の無い観光客が従来のガソリン
車と同様の利便性を極力確保できるような仕様とす
ることを基本コンセプトに、普通充電設備、急速充
電設備、車両に対する各要件が策定された。
　WG2以下、他のWGについても同様に、基本コン

セプトおよび、それに合致する各機器等の要件が定
められた。これらの各WGでの検討結果は、機能要
件、技術的要件といった形で、対象とする五島列島
地域のみならず、他地域にも適用可能なように策定
されている。一方、上記コンソーシアムとは別に、
対象地域とした新上五島町および五島市において、
各EV・ITS実配備促進協議会（地元協議会）が設
置されている。地元協議会は、地元の自治体やレン
タカー、タクシー事業者、宿泊・観光事業者などで
構成され、上述の各要件を基に地元のニーズ等を考
慮して発注仕様書を作成し、EV等の導入を行うと
共に、それらの運用管理を行っている。なお、これ
らの発注仕様書は、他地域でも参考にできるよう、
県HPにおいて公開されている９）。
　2-4　長崎EV&ITSプロジェクトの推進
1 ）EV等の配備
　同プロジェクトでは、まず2009年度において、初
期導入としてEV100台の実配備を行った。詳細な
内訳は、新上五島町（上五島）35台、五島市（下五島）
65台と、おおむね1：2の比率としており、これは
上五島、下五島の人口比や年間の観光客数の規模に
相当する。コンソーシアムWG1における機能要件
が、1日に2回までの急速充電によって島を周遊で
きること、想定する利用者を3名程度のグループと
なる個人観光客としたことから、約100km以上の
一充電走行距離（Fig.3）と乗車定員4名以上とされ、

のは容易でない。実際、長崎が長らく三菱重工にお
ける最重要拠点であった歴史を有し、さらに100台
規模のEV集中導入を行ったとしても、三菱自工が
長崎県に生産工場を立地するには至らなかった。し
かし、エネルギーについては関連産業の下地を少な
からず有し、プロジェクト期間内に総務省、NEDO、
環境省など、各国機関等によるプロジェクト獲得も
行えたことから、当該分野における取り組みは、同
プロジェクトに関連して最も地域新産業の創出につ
ながったといえる。長崎県は、同プロジェクトを県
内新産業の振興につなげるため、2011年度から「長
崎県EV等関連産業参入促進事業」を開始し、県内
企業を集めた地元事業化検討会の開催、および事業
化可能性調査委託（FS）、事業化促進事業（試作）
として県内企業による事業化を支援した。中でも、
2011年度に協和機電工業等により行われたFS事業
は、翌年度に環境省による離島型マイクログリッド
モデル構築事業に発展した。
　また、たまたま同時期に環境省による浮体式洋上
風力発電実証事業が五島市椛島において行われてい
たことから，長崎県および五島市においては、両事
業を連携させて取り組んだ。県においては、同プロ
ジェクトを所管するEVプロジェクト推進室をグ
リーンニューディール推進室と統合する形で発展的
に解消した後、洋上風力発電に加え、潮流発電等も
含めた海洋再生エネルギーのフィールド実証を推進
する「ながさき海洋・環境産業拠点特区」としての
認定を受けた海洋・環境産業創造課に引き継いでい
る。同プロジェクトによる取り組みを、長崎県とし
てより優位性を発揮できる海洋への新産業創出・振
興の取り組みに発展させつつ、EV等に関する取り
組みも、プロジェクト期間終了後、継続して行って
いる。
　2-5　長崎EV&ITSプロジェクトの成果
　同プロジェクトにおける技術的検討の成果は、
EVとITSの連携に係る各種の機器、システム等の
仕様が「長崎EV&ITSモデル発注仕様集」として
整理され、公開されている。上述した急速充電器、
充電設備ネットワークシステム、ITSスポット、観
光情報プラットフォームの他、ITS車載器に関して、
EVの 車 内CAN（Controller Area Network）か ら
情報出力を得るCANゲートウェイや、IPコンテン
ツとカーナビとで位置情報を交換する表現形式
POIX_EXなどを全国に先駆けて採用し、関係団体
における規格検討を後押しした。

　離島地域におけるEVの大量集中導入と、そのた
めのインフラ整備を進めた先進的な取り組みは、前
述のITS世界会議各回に加え、第3回日独環境
フォーラム（2010）、第1回国際EV先進都市会議

（2011）など、数多くの国際会議における発表機会
も得て、国内外への発信を積極的に行った。そのこ
とにより、経産省EV・PHVタウンベストプラクティ
スの一つとしてだけでなく、IEA（国際エネルギー
機関）によるEV City Casebookにおける2度の掲
載や、EV関連分野で最大の国際会議であるEVS-27

（2013）において、五島市・新上五島町がアジアを
代表するEV先進都市としてE-Visionary Awardを
受賞するなど、非常に高い国際的認知を得て，その
地位を確立した。
　同プロジェクトに関するマスコミ掲載件数は累
計200件超、EVレンタカー利用者数は年間約2万
人超を数えたが、一方で観光客増への効果は数%
に留まった。減少傾向にあったものをプラスに転
じさせたともいえるが、同時にさまざまな観光キャ
ンペーンの取り組みがなされており，同プロジェ
クトの直接的効果として評価することは困難であ
る。本質的にも、EVやITSはそれ自体が目的では
なく、あくまで移動手段であることからも、その
効果評価を独立に行うことが容易でないことは一
つの課題といえる。
　ただ、同プロジェクトを契機に、上述の海洋再生
可能エネルギーの実証推進に加え、自動運転やド
ローン、水中ロボット等を含むロボット新産業創造
の取り組みを始めたり、複数の県内企業がEV等の
製作に進出し、特に五島市で離島向けの超小型EV
の製造を継続的に進めたりするなど、さまざまな取
り組みが新たに始められており、先進技術による地
方創生として注目したい。
　EVは、単なるガソリン車の代替ではない。現代
の社会システムは、従来の内燃機関自動車（CV：
Combustion Vehicle）に適したようにつくられてい
るが、一方で地方部において進むガソリンスタンド
の廃業など、その構造は衰退しつつある。EVは車
というハードの姿を取りながら、移動、情報通信、
エネルギーなどの多様な領域で既存の枠組を見直さ
せ、イノベーションを興す一種の「メディア」とし
て捉えるべきであり、特に課題先進地である地方部
でこそ、大きな意味を持ち得るといえる。これまで

「辺縁」「辺境」であった離島・へき地における試みが、
次世代の持続的社会を考える上で重要な示唆を与え
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る可能性がある。

　本稿では、長崎県五島列島におけるEVとITSの
実用化を目指した長崎EV&ITSプロジェクトにつ
いて、特にそのプロジェクトの推進における要点に
ついて述べた。EVの性能や普及に関する状況、
ITSスポットサービスに関する状況などは、当時の
事情が強く関係するが、そうした状況の中で、将来
に資するよう行われた検討や判断についての報告
は、数多くの事例の客観的俯瞰に対し、文化人類学
などの分野におけるエスノグラフィ（Ethnography:
行動観察調査）といわれるものに当たり、今後、
その他の先進技術の地域への社会実装に取り組む
際に必要となる留意点を具体的に提供できると思
われる。
　筆者はその後、東京で開催されたITS世界会議

（2013）において、同プロジェクトの成果公開の後、
東北にその取り組みの場を移した。EVや自動運転、
ロボットなど、先進技術の実証・社会実装による地
方創生の取り組みには、仙台市における近未来技術
実証を推進する国家戦略特区としての認定や、その
推進のために東北次世代移動体システム技術実証コ
ンソーシアムの設立など、長崎で得られた知見・経
験が活かされている。
　また、2017年度から電気自動車普及協会（APEV）
において東京都庁に協力し、八丈島や新島など、東
京都島嶼部におけるEV導入・普及の取り組みが始
められている。持続的な地方創生のためには、地域
の課題と特性を見出し、かつ地域が主体的に取り組
めるように進めていくことが重要である。2018年8
月末から9月には現地におけるEV関連イベント開
催が予定されており、今後の進捗に注目されたい。
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（狭域通信）として規格された。しかし当時はまだ
普及前であり、当初段階で路側装置（RSU：Road 
Side Unit）の価格が非常に高額だったため、五島
における配備は、国交省が2011年3月に全国1,600
箇所に設置したことで、現実的な設備価格に下がる
のを待つこととなった。一方、既に2010年度内に
EV100台が実配備され、観光用レンタカーとして
の活用が始められており、暫定的にでも観光情報の
提供が必要だった。そのため、第1期においては、
一時的に既存のテレマティクスサービスを用い、現
地の観光情報のカーナビ上での提供が行われた。
　ITSスポットサービスによる観光情報配信という
当初構想に対し、これは少なからず方針転換を生じ
た。当時、携帯通信網を利用したテレマティクスに
よる情報提供サービスは、既に各メーカによって実
用化されており、ITSスポットサービスとは競合す
るものだった。テレマティクスサービスを採用する
のであれば、ITSスポットサービスの必要性は無い
と考えられていたのであ
る。しかし、テレマティ
クスサービスには大きな
欠点があった。情報通信
に3G等携帯網を利用す
るため、車両ごとに通信
契約が必要となり、100
台規模の運用となると、
その維持コストは後年、
地元に大きな負担を課す
ものとなる。一方、通信
契約を行わない場合は、
情報の更新修正が行えな
いという欠点が生じた。
それに対し、ITSスポッ
トサービスについては通
信料の負担が無く、設置
されたスポットとの通信
で、常に最新の情報を得
ることができる。また、

テレマティクスサービスは、各メーカで規格が分か
れ、互換性が無い問題点もあった。そうした点から、
同プロジェクトでは、「観光情報プラットフォーム」

（Fig.7）なるシステムを新たに開発した。同システ
ムでは、観光情報等の地域情報コンテンツを「地域
データセンター」において統合的に管理し、通常の
インターネット通信（TCP/IP）によって、PCやス
マートフォンなど幅広いメディア端末で閲覧できる
とともに、共通する情報をITSスポットサービスに
おけるIP系通信サービスでも得られるようにして
いる。ITSスポットサービスには、走行中の車両と
情報通信を行う非IP系の通信サービスに加え、
SA/PA等で駐車中にスポットと路車間通信を行う
IP系通信サービスが規格されており、同機能を活
用することで、テレマティクスサービスとも共用で
きるシステムを構築した。
　本プラットフォームにより、利用者がアクセスす
る地域情報がEV車両上・カーナビ上のみならず、
他メディアでも一貫して利用可能となり、また地元
事業者や住民が情報を常時更新修正することが可能
となる。観光だけでなく、地域のさまざまな情報を
登録することで、多様な用途に活用することも可能
である。通常のインターネット情報に加え、車両上
のカーナビにも情報提供できるのが大きな特徴であ
る。IPコンテンツとカーナビ上とで位置情報を交

換するための表現形式として、位置情報表現形式ガ
イドラインPOIX EXが策定されている11）。同プロ
ジェクトでは、これを参照し、システム開発、デー
タ作成、およびPC、スマートフォン、携帯電話

（フィーチャーフォン）、ITS車載器（IP系対応）の
それぞれに対するコンテンツ画面作成が行われ、「長
崎みらいナビin五島」と名付けられた（Fig.8）。こ
れにより、利用者はユーザ登録を行い、PCやスマー
トフォンなどの他メディアで事前に「My PLAN」
として目的地としたいスポットリストを登録してお
くことで、現地のIP系ITSスポット下で路車間通
信し、EV上のカーナビに比較的容易にナビルート
を設定することができる。
　2011年度にITSスポットRSUとして、IP系12基、
非IP系8基が、Fig.4に示す各スポットに整備され
た。同年度内に暫定的な情報サービスが行われた後、
2012年度に上述の観光情報プラットフォームが完
成し、オンラインで最新情報を通信可能な体制が整
えられた。また、非IP系サービスとしては、アッ
プリンクによるプローブ情報の収集を行う他、ダウ
ンリンクにより、個別プッシュおよび蓄積情報の配
信が行われる（Fig.9）。五島においては、ITSスポッ
トのRSU（Road Side Unit：路側通信装置）につい
ては、Fig.4に示すように急速充電器に併設されて
いる。IP系スポットは急速充電のための駐車中に
接続するよう設置された一方、非IP系スポットは、
主に充電インフラ設置拠点へ入場する際に通信が行
われる位置に設置され、個別プッシュ情報としては、
当該拠点における設置インフラ設備等の案内、蓄積
情報としては、当該拠点の次に向かうと考えられる
拠点の情報について、所定の道路上経由地に到達し
た際に表示されるよう配信されている。ETC2.0と
して配備されている高速道路上と異なり、五島にお
いては、一般道路上に向けた5.8GHz DSRC通信は
基本的に認められず、充電インフラ設置拠点の区域

内のみに制限された点は、非IP系スポットの設置
を考えた際の一つの課題である。これらのITSシス
テムに関する特記仕様書等についても、他の機器と
同様、長崎県HPにて公開されている９）。
　ETC2.0として配備されている高速道路上と異な
り、一般道路上でのITSスポットRSUの設置例は、
千葉県柏市における商業施設駐車場数カ所に設置さ
れている他、全国数カ所の道の駅への設置例12）、ま
た、関東や中部地域で大雨等の災害対策上、必要な
一部区間（計20箇所）13）など、いまだに多くない中、
五島のような一地域内における集中的配置は特異的
である。ETC2.0で収集されるプローブ情報は、全
国の高速道路会社等におけるプローブ処理装置を経
由して、関東地方整備局に設置されたプローブ統合
サーバに収集される。一方、五島におけるITSスポッ
トから収集されたプローブ情報は、長崎県庁に設置
されたプローブ処理装置で収集されるのみで、上記
統合サーバに基本的に接続されていない。このこと
から、2012年度に国土技術政策総合研究所により、
一般道において収集された道路プローブ情報の集
約・共有についての実証研究が行われた14）。離島故、
全国の道路サービスと分離されているからこそ実証
が行うことができた例といえる。
4 ）エネルギー関連の取り組み
　同プロジェクトでは、当初構想でのEV、ITS関
連に加え、当時スマートグリッド、スマートコミュ
ニティなどへの関心が高まっていたことから、コン
ソーシアムWG4（エコアイランド関連）として、
エネルギー関連についての検討が加えられた。これ
は、同プロジェクトにおける地域の新産業づくりに
少なからず寄与が大きかった。
　長崎県は、九州内でも自動車関連産業が最も少な
く、それが同プロジェクトを構想する動機の一つで
あったが、比較的参入しやすいとはいえ、新たに
EVに関連した新産業を特に基盤のない地域に興す

これに該当する車両として、三菱i-MiEVが選定さ
れた。これらのEVは合計で20社のレンタカー事業
者に配分され、主に観光用レンタカーとして運用さ
れた。加えて、上五島・下五島各1箇所2基ずつの
計2箇所4基の急速充電器も配置された。
　さらに翌2010年度においては、導入されたEV100
台をもってEVパレードなども行うイベントを開催

（2010年7月）し、国内外へのプロジェクトの発信
と地元住民への普及啓発、およびコンソーシアム会
員等関係者間の関係強化を行い、さらに急速充電器
計6箇所11基、トヨタプリウスPHV2台（五島市の
みに配置）、三菱i-MiEV16台、日産LEAF1台の追
加配備を行った。日産LEAFについては、一部は
レンタカーとしても配備されたが、特にタクシー事
業者からのニーズが高く、追加配備における機能要
件の一部見直しが行われ、続く2011年度には、さ
らに日産LEAF21台を追加、最終的にEV138台

（i-MiEV116台，LEAF22台）、PHV2台（プリウス
PHV）の合計140台が実配備された。
2 ）充電インフラの配備
　急速充電器については、第1期整備において、8
箇所15基の設置がWG1において提言されたが、工
事・準備期間の関係から年度をまたいで整備された。
また、充電器の配置箇所や基数については、急速充
電器1基当たり1日に最大約8台が利用すると考え、

一方で、各充電スポットが20～25kmごとに必要と
されたことに加え、急速充電でも1回30分程度の待
ち時間を要することから、その配置場所を観光、飲
食、休憩等が可能な立ち寄り拠点に整備することと
して配置案を定めた。さらに、第1期整備後の各充
電スポットの利用状況を分析し、第2期以降の追加
配備により、環境を充実させた（Fig.4）。
　この他、200V普通充電設備について、設置コス
トが安価であることから、地元市町において設置補
助制度を設け、宿泊施設、飲食店、観光施設（海水
浴場なども含む）など、幅広く整備が行われた。
　充電設備については、設置場所の分布の他にもい
くつかの要件が検討された。五島における充電設備
については、離島部故に塩害対策が必要とされた他、
世界遺産登録推進の関係もあり、景観への配慮から
第1期ではスタンド型のものが設置された。しかし、
第2期以降では選択可能な機種がほぼ一体型のみと
なったことから、設置場所が制約され、利用者の利
便性を減じることがあった（例：頭ヶ島教会（新上
五島町）など）。
　また、特に急速充電設備は初めて利用される可能
性が高く、スタッフ等が常駐する設備への設置が推
奨された一方、日中以外や遠隔の拠点では、そうし
た人員の常駐が難しく、現実的には無人で利用可能
とする必要があった。そこで専用のICカードによ

る認証システムを整備し、レンタカーと一緒にカー
ドも貸し出し、車両返却時に利用回数を確認する対
応が主に取られた。充電設備の利用管理は、前述の
地元協議会として地元自治体が毎月の事業者ごとの
利用履歴を集計・精算する方法が取られている。当
初は担当の職員が各充電設備を回り、管理状態や利
用状況の確認を行っていたが、その後、遠隔に監視・
管理等が可能な充電設備ネットワークシステム

（Fig.5）９）を地元企業中心に行い、管理業務の負担
軽減を実現している。こうした管理システムは、全
国的な企業による先行開発・商品化例があったが、
予約・決済などを省いた必要最小限の機能に絞った
開発によって、より低コストで地元ニーズに合致し
た開発導入が行われている。
3 ）ITS情報システムの整備
　以上のようなEVのために必要な整備に加え、同
プロジェクトの大きな特徴として、ITS（Intelligent 
Transport Systems: 高度道路交通システム）との
連携による「未来型ドライブ観光モデル」の構築が
掲げられ、当時ではITSスポット（現ETC2.0）と
呼ばれていた路車間通信システムの活用が試みられ
た。EVについては、既に市販化された車両や充電
機器を配備し、実運用として取り組みが行われた一

方、ITSについては、実証実験、研究開発的な取り
組みが行われたといえる。
　同プロジェクトの予算は、いわゆる道路特定財源
の一般財源化となる地域活力基盤創造交付金（後に
社会基盤整備総合交付金）が主に活用された。また、
プロジェクトの企画立案においては、国土交通省関
係者やITS分野に詳しい専門家が多く関係していた
こともあり、全国的に見ても、より先進的な取り組
みが行われたといえる。
　大きな特徴は、ITS車載器（ITSスポット対応カー
ナビ）の導入であった10）。平成30年現在、ETC2.0は、
まだ基本的に高速道路上のサービスのみにとどまっ
ており、一般道上での機能はほとんど有していない
が、同プロジェクトでは、このITSスポットの一般
道上でのサービスの可能性を検討する取り組みが行
われた。
　ITSスポットサービス（Fig.6）は、国土交通省
により、高速道路を中心として走行中の車両との高
速・大容量の路車間情報通信を行い、車両からのアッ
プリンクによる車両の走行履歴情報の収集と、ダウ
ンリンクによるインフラ側からの情報提供によっ
て、交通事故・渋滞など道路交通環境の改善に資す
ることを目的に、日本においては5.8GHzのDSRC
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