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　先日、本学会の研究調査プロジェクトでエジプトを訪れた際に、カイロ市中心部を歩い
て回り、現地の道路交通事情を視察した。まず印象を受けたのは、わが国と異なり、
信号機設置数が少なく、また仮に歩行者用信号機があっても点灯していないことが多く、
安全施設の整備水準はあまり高くないことだった。続いて歩行者の道路横断に目を向ける
と、車両側から歩行者優先の空気が微塵も感じられない中、現地の人々は横断可能な
車両間ギャップを苦も無く探し、クラクションを鳴らされつつもドライバーとアイコンタクトを
取り、適度な（日本人からするとかなり接近した状況で）間合いを取って、何食わぬ顔
で横断していたことも印象的であった。現地の大学教授によると、市中心部での歩行
者死亡事故の発生は極めてまれとのことで、こういったシチュエーションは何ら問題ない
との見解であった。確かに、中心部で交通量も多く、さほど速度が高くない状況であるため、
死亡事故に至らないことには合点がいった。それと同時に、著者が分析に用いる潜在的
事故の評価（コンフリクト）指標で評価すると、わが国の挙動データで危険とされる状況
もおそらくここでは安全と判定されるなど、リスク評価基準の国際比較は必要だと自身の
研究のことが頭をよぎった。しばらく周囲を観察していると、スマホなどを見て移動して
いる歩行者やドライバーが極めて少ないことに気が付いた。わが国では、運転中のスマホ
操作による悲惨な交通事故の問題から道路交通法の厳罰化の議論が進められ、警察や
JAFなど諸団体により、ながらスマホの危険性を啓発する取り組みがなされている。
しかし、残念ながら未だスマホ使用の道路利用者が街中に存在している。いくら道路や
信号機が十分に整備されていても、肝心の利用者自身が周りに注意を払わず、漫然と
通行することで生じる重大事故の危険性は、安全施設が貧弱なこの国よりもよほど高い
のではと痛感した。周りに注意を払えなくなる状況がいかに危険かを、身近にかつ当事
者として感じられる仕組みを構築し、社会実装することが急務といえる。そのために、
運転免許証の更新時や多くの人で賑わう商業施設などで、実際にスマホ走行の危険
性を走行体験させることは効果的な方法であろう。しかし、用地・コスト等の制約が
あることも否めない。近年VRを活用した安全教育システムが適用されつつあるが、
今後はさらにSR（Substitutional Reality：代替現実）を活用したシミュレータシステム
を開発することで、危険な状況を多くの利用者により現実的なものとして体験させることへ
の期待が高いと考える。他方、交通安全への貢献が期待される二段階横断施設や
ラウンドアバウトは、わが国ではまだ設置数が少ないため、多くの道路利用者が肌で
感じて、正しい使い方を学ぶ機会を得ることは現状難しいが、上記システムが普及すれば、
それも容易になる。また、わが国では未導入の海外の道路構造や信号制御システム、
さらには自動運転車両が多く混在する状況など、未知の交通環境に対しても、利用者
がどう評価し、振る舞い、結果として安全性がどのように変化するかも的確に捉えられる
ことだろう。道路・交通工学と上記の技術、人間工学とを融合する研究が安全な交通
社会の創造に必須と著者は考える。

名古屋工業大学工学部社会工学科／原稿受理 2018 年 9 月 21 日
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肌で感じて築く安全な交通社会
Koji SUZUKI
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　最初に記載したように離島へのアクセスは長距離
の場合、利用者の負担になる。このアクセスの向上
は、離島の生活の快適性を向上させることにもつな
がる。そこで3つ目の切り口としては、離島往復の
アクセス手段である離島航路について、荒谷太郎氏
ら（海上技術安全研究所）の移動負担感に関する論
説を紹介する。この中では、日本における離島航路
を利用する際に負担となるターミナルでの乗り換え
に関して、移動に要する等価時間係数と心理的負担
を用いた移動負担感を紹介している。将来的に、こ
の分析結果を応用し、ターミナル設計時のバリアフ
リー化による効果推定などに利用することができれ
ば、離島航路の利便性向上の実現に資する可能性が
あるなど、興味深い内容である。
　ここまでに紹介した特集記事により、離島を取り
巻く現状が明確になり、その現状に対して、どのよ
うに離島の活性化と地域新産業の創生に取り組むか
というアプローチについて、特徴的な3つのアプ
ローチを紹介する。
　まず、現状は小笠原諸島のように滑走路を設置で
きない場合は、先に紹介した海上船舶による航路を
利用することとなるが、一方で海外では、水面を滑
走路として離着水する水上機による離島交通が定期
便として運用されている。ここでは、その水上空港
ネットワーク構想について、轟朝幸氏（日本大学）
が論説で紹介している。この中では、水上機の導入
効果や海外における先進事例、国内での水上機の利
用動向が多数紹介されており、また導入に向けた問
題点も整理されている。この特集記事を読むことに
より、離島アクセスの新たな可能性についての知見
を得ることができる。
　次に、鈴木高宏氏（東北大学）により、「長崎
EV＆ITSプロジェクト」の取り組みとして、EV（電
気自動車）とITS（高度交通システム）の先進技術
の社会実装による地域活性化の試みについての報告
を掲載している。この中では、経済産業省の「低炭
素社会づくり行動計画」におけるEV・PHV（プラ
グインハイブリッド自動車）の本格普及に向けたモ
デルタウンの一事例が紹介されているが、これは、
長崎県の五島列島においてEV・PHVの集中導入を
行い、観光用のレンタカーやタクシーとして運用し
ながら、ITSによる観光情報システムの整備までも
行い、「未来型ドライブ観光モデル」構築を目指し、

その後、各国機関プロジェクトにまで発展した事例
として詳細に報告されている。特に前述した離島の
石油製品のコスト低減や地球環境問題からも、長期
的視野に立った離島におけるEV活用事例として非
常に興味深く読むことができる。
　最後の3つ目のアプローチとしては、自動運転技
術の活用事例として、中野公彦氏（東京大学）によ
るSIP（内閣府戦略的イノベーション創造プログラ
ム）の下で実行された沖縄本島ならびに石垣島での
自動運転バス実証実験の紹介である。このプロジェ
クトの一部は、沖縄本島という人口の多い島で実施
されているが、公共交通が少なく、その運転手不足
が深刻化している一方、観光資源などを活用しての
地域振興を目指すなど、他の離島にも共通した点が
含まれており、高齢化が進む離島における長期的な
交通イノベーションを視野に入れて読むことができ
る。特に現在の自動運転技術開発で用いられている
カメラ画像、ライダ、ミリ波レーダなどの周辺環境・
障害物検知のデータフュージョンの現状、また自己
位置推定にはRTK-GPSや磁気マーカー、準天頂衛
星信号受信試験なども含まれており、これらを活用
した正着制御など社会実装を前提とした精度向上技
術の動向についても知ることができる。将来的に離
島における活性化の一つとして、観光に対する利便
性を向上するためのインフラ整備計画などの参考に
なる内容となっている。

　本特集では、「離島の生活を豊かにする交通」と
題して、ここに挙げた6編の多様な切り口で、離島
における交通問題やエネルギー問題をはじめとする
諸問題を取り上げた。世の中では、自動車業界は
100年に一度の変革期といわれ、「CASE」に代表さ
れる革新技術分野が取り上げられている。その中で
ターゲットとなっている地域多様性への適応は、ま
さにこのような特別な環境である離島にも活かされ
るべきである。この特集号に掲載された知見を通し
て、ここに挙げた以外の離島においても、生活環境
や利便性の向上、地域振興の創生に発展的に活用さ
れることを期待する。また、発展が目覚ましい東南
アジアの諸外国には、多くの島国が含まれ、今後、
それらの国々でも、ここに挙げた離島の特徴や離島
に対するアプローチが役立てられればと考える。

　島国の日本は、有人の島に限っても400近くの島
があるといわれている。その中でも、空路やジェッ
トフォイルが導入されている島もあれば、2011（平
成23）年6月に世界自然遺産に登録された小笠原諸
島のように、民間人は1,500kmを約24時間かけた
船舶による渡航手段に限定されるなど、同じ離島で
あっても、交通手段や島での交通環境などが、島の
規模や気候によって多様となっている。
　また、国際的にも東南アジア地域では、インドネ
シアをはじめとした島国の発展が、今後さらに見込
まれている。
　本特集では、この「離島」を特集キーワードとして、
離島特有のエネルギー問題ならびに交通安全に対す
る施策についての取り組みを紹介する。また、離島
における新しい交通の在り方に加えて、離島へのア
クセスについてもフォーカスを広げて、船舶ならび
に航空航路の可能性などを取り上げ、それらの切り
口から離島創生にも言及することで、日本国内の各
離島の交通環境改善や海外島国に対しても、関連情
報を提供できる特集として構成した。

　本特集は、6編で構成されている。最初に金子賢
司氏（警視庁）により、東京都の島嶼部における交
通事故状況と交通安全活動について、その特徴を紹
介している。東京都は主に、先にも記した小笠原諸
島ならびに伊豆諸島からなる島嶼部を有しており、

9つの町村を5つの警察署が管轄している。これら
の島嶼部は、都心から100kmおよび2,000kmという
広い範囲に点在するため、その島々で環境も異なる。
ここでは、各5つの警察署別に交通事故状況と交通
安全活動を紹介することで、島嶼部の特徴を把握す
ることができる。島により、事故当事車両にレンタ
カーが多い場合や、二輪車事故が占める割合が多い
など、興味深いデータも示されている。加えて、交
通安全活動に関しては、小学校の新入学生に対して、
交通ルールの安全教育を実施しているが、小学校の
周辺に信号機が無い場合には、信号機のイラストパ
ネルを使い、信号機を再現して学習させているなど、
島嶼部ならではの工夫点も紹介されており、興味深
く読むことができる。
　次に、小林誠氏（資源エネルギー庁）により、離
島でのエネルギー問題について、特に石油製品の安
定供給と低廉化に向けた取り組み報告が取り上げら
れている。ここでは、離島の置かれた状況として、
離島振興法等の制定についての社会背景から、現在
の離島での石油製品の安定・効率的な供給体制の構
築支援事業の具体例が紹介されている。ガソリン価
格の低廉化に向けた取り組みの中では、具体的な輸
送コストに関しての紹介もあり、それに対する補助
事業の効果についても記載されており、離島の流通・
産業活動への影響について検討する際の有用な資料
になるといえる。また、本文中には、隠岐の島や与
論島の事例が紹介されており、当分は石油燃料に依
存を余儀なくされる島での取り組みが紹介されてい
る。ここに紹介された社会背景を読んだ上で、後述
の次世代自動車の活用に関する特集記事を併読する
ことで、離島の交通の未来像をイメージしやすくな
ると考える。

特集●離島の生活を豊かにする交通

「離島の生活を豊かにする交通」特集にあたって

　1.　はじめに

　2.　本特集の構成

Challenges for Sustainable Public Transportation on Remote Islands in Japan : Introduction

関根太郎＊

Taro SEKINE＊

日本大学理工学部機械工学科
Department of Mechanical Engineering, College of Science 
and Technology, Nihon University

＊
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「離島の生活を豊かにする交通」特集にあたって

　最初に記載したように離島へのアクセスは長距離
の場合、利用者の負担になる。このアクセスの向上
は、離島の生活の快適性を向上させることにもつな
がる。そこで3つ目の切り口としては、離島往復の
アクセス手段である離島航路について、荒谷太郎氏
ら（海上技術安全研究所）の移動負担感に関する論
説を紹介する。この中では、日本における離島航路
を利用する際に負担となるターミナルでの乗り換え
に関して、移動に要する等価時間係数と心理的負担
を用いた移動負担感を紹介している。将来的に、こ
の分析結果を応用し、ターミナル設計時のバリアフ
リー化による効果推定などに利用することができれ
ば、離島航路の利便性向上の実現に資する可能性が
あるなど、興味深い内容である。
　ここまでに紹介した特集記事により、離島を取り
巻く現状が明確になり、その現状に対して、どのよ
うに離島の活性化と地域新産業の創生に取り組むか
というアプローチについて、特徴的な3つのアプ
ローチを紹介する。
　まず、現状は小笠原諸島のように滑走路を設置で
きない場合は、先に紹介した海上船舶による航路を
利用することとなるが、一方で海外では、水面を滑
走路として離着水する水上機による離島交通が定期
便として運用されている。ここでは、その水上空港
ネットワーク構想について、轟朝幸氏（日本大学）
が論説で紹介している。この中では、水上機の導入
効果や海外における先進事例、国内での水上機の利
用動向が多数紹介されており、また導入に向けた問
題点も整理されている。この特集記事を読むことに
より、離島アクセスの新たな可能性についての知見
を得ることができる。
　次に、鈴木高宏氏（東北大学）により、「長崎
EV＆ITSプロジェクト」の取り組みとして、EV（電
気自動車）とITS（高度交通システム）の先進技術
の社会実装による地域活性化の試みについての報告
を掲載している。この中では、経済産業省の「低炭
素社会づくり行動計画」におけるEV・PHV（プラ
グインハイブリッド自動車）の本格普及に向けたモ
デルタウンの一事例が紹介されているが、これは、
長崎県の五島列島においてEV・PHVの集中導入を
行い、観光用のレンタカーやタクシーとして運用し
ながら、ITSによる観光情報システムの整備までも
行い、「未来型ドライブ観光モデル」構築を目指し、

その後、各国機関プロジェクトにまで発展した事例
として詳細に報告されている。特に前述した離島の
石油製品のコスト低減や地球環境問題からも、長期
的視野に立った離島におけるEV活用事例として非
常に興味深く読むことができる。
　最後の3つ目のアプローチとしては、自動運転技
術の活用事例として、中野公彦氏（東京大学）によ
るSIP（内閣府戦略的イノベーション創造プログラ
ム）の下で実行された沖縄本島ならびに石垣島での
自動運転バス実証実験の紹介である。このプロジェ
クトの一部は、沖縄本島という人口の多い島で実施
されているが、公共交通が少なく、その運転手不足
が深刻化している一方、観光資源などを活用しての
地域振興を目指すなど、他の離島にも共通した点が
含まれており、高齢化が進む離島における長期的な
交通イノベーションを視野に入れて読むことができ
る。特に現在の自動運転技術開発で用いられている
カメラ画像、ライダ、ミリ波レーダなどの周辺環境・
障害物検知のデータフュージョンの現状、また自己
位置推定にはRTK-GPSや磁気マーカー、準天頂衛
星信号受信試験なども含まれており、これらを活用
した正着制御など社会実装を前提とした精度向上技
術の動向についても知ることができる。将来的に離
島における活性化の一つとして、観光に対する利便
性を向上するためのインフラ整備計画などの参考に
なる内容となっている。

　本特集では、「離島の生活を豊かにする交通」と
題して、ここに挙げた6編の多様な切り口で、離島
における交通問題やエネルギー問題をはじめとする
諸問題を取り上げた。世の中では、自動車業界は
100年に一度の変革期といわれ、「CASE」に代表さ
れる革新技術分野が取り上げられている。その中で
ターゲットとなっている地域多様性への適応は、ま
さにこのような特別な環境である離島にも活かされ
るべきである。この特集号に掲載された知見を通し
て、ここに挙げた以外の離島においても、生活環境
や利便性の向上、地域振興の創生に発展的に活用さ
れることを期待する。また、発展が目覚ましい東南
アジアの諸外国には、多くの島国が含まれ、今後、
それらの国々でも、ここに挙げた離島の特徴や離島
に対するアプローチが役立てられればと考える。

　島国の日本は、有人の島に限っても400近くの島
があるといわれている。その中でも、空路やジェッ
トフォイルが導入されている島もあれば、2011（平
成23）年6月に世界自然遺産に登録された小笠原諸
島のように、民間人は1,500kmを約24時間かけた
船舶による渡航手段に限定されるなど、同じ離島で
あっても、交通手段や島での交通環境などが、島の
規模や気候によって多様となっている。
　また、国際的にも東南アジア地域では、インドネ
シアをはじめとした島国の発展が、今後さらに見込
まれている。
　本特集では、この「離島」を特集キーワードとして、
離島特有のエネルギー問題ならびに交通安全に対す
る施策についての取り組みを紹介する。また、離島
における新しい交通の在り方に加えて、離島へのア
クセスについてもフォーカスを広げて、船舶ならび
に航空航路の可能性などを取り上げ、それらの切り
口から離島創生にも言及することで、日本国内の各
離島の交通環境改善や海外島国に対しても、関連情
報を提供できる特集として構成した。

　本特集は、6編で構成されている。最初に金子賢
司氏（警視庁）により、東京都の島嶼部における交
通事故状況と交通安全活動について、その特徴を紹
介している。東京都は主に、先にも記した小笠原諸
島ならびに伊豆諸島からなる島嶼部を有しており、

9つの町村を5つの警察署が管轄している。これら
の島嶼部は、都心から100kmおよび2,000kmという
広い範囲に点在するため、その島々で環境も異なる。
ここでは、各5つの警察署別に交通事故状況と交通
安全活動を紹介することで、島嶼部の特徴を把握す
ることができる。島により、事故当事車両にレンタ
カーが多い場合や、二輪車事故が占める割合が多い
など、興味深いデータも示されている。加えて、交
通安全活動に関しては、小学校の新入学生に対して、
交通ルールの安全教育を実施しているが、小学校の
周辺に信号機が無い場合には、信号機のイラストパ
ネルを使い、信号機を再現して学習させているなど、
島嶼部ならではの工夫点も紹介されており、興味深
く読むことができる。
　次に、小林誠氏（資源エネルギー庁）により、離
島でのエネルギー問題について、特に石油製品の安
定供給と低廉化に向けた取り組み報告が取り上げら
れている。ここでは、離島の置かれた状況として、
離島振興法等の制定についての社会背景から、現在
の離島での石油製品の安定・効率的な供給体制の構
築支援事業の具体例が紹介されている。ガソリン価
格の低廉化に向けた取り組みの中では、具体的な輸
送コストに関しての紹介もあり、それに対する補助
事業の効果についても記載されており、離島の流通・
産業活動への影響について検討する際の有用な資料
になるといえる。また、本文中には、隠岐の島や与
論島の事例が紹介されており、当分は石油燃料に依
存を余儀なくされる島での取り組みが紹介されてい
る。ここに紹介された社会背景を読んだ上で、後述
の次世代自動車の活用に関する特集記事を併読する
ことで、離島の交通の未来像をイメージしやすくな
ると考える。

　3.　おわりに
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　東京都は、日本の首都として人口約1,300万人を
擁する世界有数の都市で、都内総生産が他国の国内
総生産に匹敵するほどの経済都市である。その一部
を成す東京の島嶼部は、都心から南に約100キロ
メートルから2,000キロメートルの太平洋上に点在
する島々から成る（Fig.1）。都心部のイメージとは
かけ離れた豊富な海洋資源に恵まれた世界有数の漁
場であり、噴火や台風などによる自然災害に見舞わ
れることも多いのに加え、小笠原諸島は固有の生物

が多く、東洋のガラパゴスと称され、世界遺産に登
録されるなど、自然豊かな島々で構成されている。
　警視庁では、都心部においては1つの区を複数の
警察署で管轄することにより、事件事故などのさま
ざまな事象や、運転免許等の各種届出などの大量行
政に対応しているが、島嶼部はこれとは逆に、9つ
の町・村を大島、新島、三宅島、八丈島、小笠原の
5つの警察署で管轄している。
　島嶼部全体の人口は26,327人で、うち高齢者（65
歳以上）が8,996人（全体の約34.2パーセント）を
占めている。運転免許取得者は、18,540人（約70.4
パーセント）、車両台数は、23,138台、道路延長は、
1,481,859ｍとなっている（Table 1）。信号機の設置
箇所数は、島嶼部警察署合計で29カ所と限定的で、
設置されていない島では、信号機のイラストパネル
等を使用して横断訓練を実施している（Table 2）。

特集●離島の生活を豊かにする交通／紹介

東京都島嶼部の交通事故状況と交通安全活動について

　1.　はじめに

　本稿では、島嶼部を管轄する5つの警察署別に、
交通事故状況と交通安全活動を紹介したい。
　なお、意見に当たる部分は私見であることをあら
かじめお断りする。

　2017年中の東京都内における交通人身事故発生
件 数 は32,763件、死 者 数 は164人、負 傷 者 数 は
37,994人と、死者数は戦後の統計史上3番目に少な
い人数で、ピーク時（1960年1,179人）の約7分の1
まで減少している。とはいえ、死亡事故の内容を見
ると、歩行中の事故死者が76人と全事故死者の約
半数を占めており、二輪車乗車中の事故死者の割合
が全国と比べて高いなど、都市部特有の課題を克服

できない状況が続いている。
　一方、島嶼部では、2017年中の交通人身事故発
生件数は13件と少なく、交通事故の多くは物損の
みの交通物件事故となっている（Table 3）。

　3-1　大島警察署（大島町・利島村）
（1） 交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で八丈島警察署に次いで2番目に多い。交通人身事
故の特徴（過去10年の交通人身事故を合計した分
析結果をいう。以下同じ。）は、月別では7月と8月
で全体の26パーセントを占めて最多となっている。
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当事者別では全事故の71パーセントが四輪車乗車
中で、時間帯別では午前10時から午後2時の間が
38パーセントで最多、事故類型別では追突、違反
別では前方不注意が最多となっている。
　交通事故全体（交通物件事故を含んだ警察署員の
手集計による分析結果をいう。以下同じ。） の昨年
の発生件数では、島嶼部警察署の中で最多であるこ
とに加え、近年増加傾向が見られる。交通事故全体
のおよそ半数以上が、車両等の単独事故である。一
方、車両相互の事故の多くは、出会い頭やすれ違い
時に発生している。
　また、事故当事車両の種類別では、全体の約2割
がレンタカーである。
　島民を当事者とする事故の発生場所については、
自宅周辺などの生活圏内が多く、慣れからくる漫然
運転、安全不確認が事故の原因と考えられる。大島、
利島ともに、都道、主要道路であっても大型車両が
すれ違えないほど狭い場所が多くある。防風林が島
全体に生い茂っており、道路脇からはみ出す防風林
を避けるために中央車線寄りに走行せざるを得ない

状況をつくり出し、裏路地では交差点の左右やカー
ブでの視認の妨げになっている。そこに安全確認不
足が重なり、出会い頭衝突、すれ違い時の接触等の
事故が発生するものと考えられる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、大島町に3校、利島村に1校が
置かれている。
　大島町では毎年4月に新入学生に対して、
横断歩道の渡り方や道路の歩き方の訓練を、
交差点や一般道を利用して実施している。
具体的には歩道の歩き方、横断歩道の渡り方、
小学校周辺での危険箇所について、信号機
のある交差点まで実際に歩きながら学んで
いく。信号機のある交差点では、しっかり
と信号機を確認すること、車が来ないか確
認すること、大きく手を上げて渡ることを
指導している。なお、周辺に信号機のない
小学校では、信号機のイラストパネルを使い、
信号機を再現して学習させている（Fig.2）。

　また、グラウンドにコースを作り、自転
車の交通ルールを学びながら、運転技術の
向上を目指す実技教室を行っている。
　利島村では、信号機が島内にないため、
校外実習はないものの、小学校グラウンド
を使用して自転車実技教室を行っている。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　大島町、利島村では、自転車に乗る生徒
は少ないものの自転車の交通安全指導に積
極的である。各中学校とも自転車通学の生
徒がいるので、安全指導は学校独自でも行い、
年に1回は大島署警察に交通安全教室の実施
依頼が来ている。大島署では、DVDを見せ
ながら、交通安全指導を行っている。
　利島村の中学校は小中一貫校であり、全
校生徒で自転車実技教室を行っている。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　大島署では、大島・利島各地域において、
運転者講習会を実施している。DVD視聴、
安全運転講話などを行い、運転技術向上よ
りも、自分の運転を見つめ直すことに重点
を置いた講習会を行っている。

（3）各種イベント等
　大島交通安全協会の協力を得て、交通安全運動中
のキャンペーンとして、ゲートボール大会等を行い、
町民の交通安全の意識向上を図っている。

（4）その他の施策
　大島町では、小学生に交通安全標語を作成しても
らい、優秀賞は都道の主要箇所に設置された交通安
全塔に掲げている。
　利島村では、小中学生が作成した交通安全標語を
島内に掲示し、利島村村内の交通安全を呼びかけて
いる。
　3-2　新島警察署（新島村・神津島村）

（1）　交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴については、月別の発生件数
は各月でほぼ同数であるが、四半期別で見ると10
月から12月の第4四半期が最も多くなっている。当
事者別では二輪車が全事故の37パーセントと最多
で、次いで歩行者の32パーセントとなっている。
時間帯別では午後2時から4時が最多、事故類型別
では歩行者の横断中等が39パーセント、違反別で
は交差点安全進行と前方不注意とで48パーセント
で最多となっている。
　交通事故全体の昨年の発生件数では、島嶼部警察

署の中で最少であり、約半数が単独事故である。観
光客による事故が66.7パーセントを占めている。

（2）　交通安全活動
　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、新島村に1校、式根島に1校、
神津島村に1校が置かれている。
　毎年4月に新1・2年生に対して、横断歩道
における歩行訓練を実施しており、小学3年
生以上には自転車交通安全教室を実施して
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　中学生に対しては、時期は年によって異
なるが、自転車交通安全教室を実施している。

　ウ　高校生に対する交通安全教育
　高校生に対しては、毎年夏休み前に自転
車交通安全教室を実施しており、免許取得
者に対しては交通講話を実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　高齢者に対しては、シニアカーの実技講
習やシルバー人材センターにおける交通講
話および実践運転訓練を実施している。

　オ　企業に対する交通安全教育
　企業に対する交通安全教育は、新島・式
根島・神津島に所在する郵便局および東京
電力等の事務所に赴いて交通講話を実施す
る他、それ以外の官公庁組織に対しても交
通講話を実施している。

（3）各種イベント等
　春と秋に交通安全キャンペーンや自転車交通安全
教室、交通安全実技教習（四輪）会、シニアカー講
習等を実施している。

（4）その他の施策
　ア　高校とコラボした施策

　2017年秋の全国交通安全運動において、
新島高校のボランティア部と合同で交通
キャンペーンを実施し、島民から好評を得た。

　イ　中学校とコラボした施策
　2018年春の全国交通安全運動において、
式根島中学校の中学生に一日警察署長を委
嘱し、警察官と合同で交通キャンペーンを
実施して、島民から好評を得た。

　3-3　三宅島警察署（三宅村・御蔵島村）
（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴は、月別で各月の発生件数は
ほぼ同数であるが、半期別で見ると下半期の発生件

数が上半期の倍の発生件数となっている。当事者別
では四輪車が全事故の61パーセントと最多で、次
いで歩行者の27パーセントとなっている。時間帯
別では午後2時から4時が最多、事故類型別では歩
行者の横断中等が32パーセント、違反別では安全
不確認、前方不注意、ハンドルブレーキ操作不適で
77パーセントを占めている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均約30件
で、毎年7月から8月と10月から11月にかけて多く
発生しており、その4カ月で全発生件数の58パーセ
ントを占める。

（2）交通安全活動
　ア　保育園に対する交通安全教室

　毎年4月に保育園園児に対して、紙芝居等
を用いた交差点の正しい渡り方に関する安
全教室を実施し、その後、保育園の前に設
置してある横断歩道で実際に横断歩道横断
訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は三宅村に1校、御蔵島村1校が置
かれている。
　毎年、新入学生に対しては、4月に横断歩
道の渡り方や道路の正しい歩き方を指導し、
2年生以上の生徒に対しては、4月と11月に
自転車の正しい乗り方や、事故を起こさない・
遭わないための教育を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月と11月に交通事故防止教育用
DVDを視聴させ、事故の危険性と悲惨さを
考える機会を与えるとともに、どうすれば
事故に遭わないかという教育を講話形式の
交通安全教室で実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　認知機能検査や高齢者講習を毎月1回実施
しており、これを受けた者に対して、講習
後に教育用DVDを見せ、高齢運転者の事故
の特徴等を教育している。また、認知機能
検査の結果に基づき、本人や家族、保健師
等を交えて運転免許証の自主返納の説明を
行い、運転免許証の自主返納に対する理解
を深めている。
　また、毎年4月と11月には、三宅島に所在
する交通公園を利用して高齢運転者に対す
る交通安全実技教室を実施し、本人の運転
技量と運転の基本を再確認する機会を設け、

高齢運転者の事故防止対策を進めている。
　オ　企業に対する交通安全教育

　2カ月に一度、三宅島島内に所在する企業、
役場等が集まり、今後の道路工事等の協議
を行っており、その協議の場において警察
としての意見を各企業に伝えている。
　また、交通安全実技教室の依頼を受けた
場合は、日程を調整した上で実施をしている。

（3）各種イベント等
　春・秋の全国交通安全運動期間中に各2回、三宅
島交通安全協会と連携して交通街頭キャンペーンを
開催し、三宅島島内での交通事故防止を呼びかけて
いる。
　また、春の交通安全運動にあっては、島外から芸
能人等を招いて「交通安全のつどい」を実施し、交
通事故防止を広く呼びかけている。
　本年は、警視庁音楽隊を招いて、島内中学生・高
校生で編成した吹奏楽部との合同演奏を行うなど、
島民400名が集まり、「交通安全のつどい」を開催
した。

（4）その他の施策
　夜間における速度超過抑止を狙い、2017年に、
島内主要都道「三宅島一周道路」の27カ所に警察
官型注意喚起看板「ナイトポリス」設置した。
　また、三宅島島内は歩道と車道が完全に分離され
ていないため、東京都三宅支庁と協議を行い、道路
の拡張や歩道の新設の計画を立て、交通環境を整え
ることにより、交通事故防止を図っている。
　3-4　八丈島警察署（八丈町・青ヶ島村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で最多である。月別の発生件数では大きな特徴はな
いが、四半期別で見ると、10月から12月の第4四
半期が最も多くなっている。当事者別では四輪車が
全事故の64パーセントと最多で、次いで歩行者の
17パーセントとなっている。時間帯別では午後0時
から2時が最多で、次いで午後2時から4時と日中
に多く発生しており、事故類型別では出会い頭が
20パーセント、違反別では安全不確認、前方不注意、
ハンドルブレーキ操作不適で63パーセントを占め
ている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均87件で、
島嶼部警察署の中では大島警察署に次いで2番目に
多い。2017年中の特徴としては単独事故が多く、
全体の33パーセントを占めている。

　また、高齢者の事故は発生全体の34パーセント
に及んでいる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、八丈町に3校、青ヶ島村に1校
が置かれている。
　毎年4月に、島内3校の小学校の新入学生
に対して、交差点信号機を利用して横断歩
道の渡り方や道路の歩き方の訓練を実施し
ている。特に歩行者の信号が点滅したとき
の横断方法について、警察官が手本を示し
ながら実際に新入生に実施させている。
　雨天の場合は、体育館において仮設横断
歩道を作成し、歩行者ボードを利用して同
様の体験をさせている。
　小学校の3・4年生に対しては、自転車教
室を実施している。具体的には、自転車の
点検、正しい乗り方、安全確認方法につい
て説明してから実技に移る方法を採用して
おり、公道等は利用せず、体育館にコース
を設け、警察官が悪い例・良い例の実例を
示した上で、小学生に一人ずつ実践させて
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　自転車の乗り方について、「なぜ、自転車
事故は起こったか」というタイトルの教育
用DVDを視聴させた上で、体育館にコース
を設定し、各学年代表者数名に自転車に乗っ
てもらい、教育を実施している。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　島内各地区において、交通安全運動の実
施に伴い、年2回「交通安全の夕べ」を開催し、
DVDの視聴の他、管内の事故実態を示し安
全講話を行い、さらに高齢者に分かりやす
いように、島部の交通事情に合わせた紙芝
居を作成し、事故防止を呼びかけている。

　エ　企業に対する交通安全教育
　企業や役場等からの依頼を受け、DVD視
聴と安全講話により、交通安全教育を実施
している。特に東京都八丈支庁等の官公庁
職員については、2017年中は、全職員に対
して安全教育を実施している。

（3）各種イベント等
　春・秋の交通安全運動期間には、八丈島交通安全
協会と連携をして、街頭キャンペーンを実施し、交

通事故防止を呼びかけている。
　本年の青ヶ島交通安全協会20周年記念式典では、
警視庁音楽隊の派遣を受け、式典に花を添えること
となり、島民の交通安全に対する意識が高まった。

（4）その他の施策
　新入生に対しては、離島である青ヶ島においても、
八丈島警察署交通係職員を派遣し、同様の安全教室
を実施している。
　3-5　小笠原警察署（小笠原村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、年間平均約2件と
島嶼部警察署の中で最少で、死亡事故は1995年に
発生して以来、23年間ゼロが続いている。昨年発
生した唯一の交通人身事故は、観光客が飲酒運転で
惹起させた重傷事故である。
　交通人身事故の件数が少ないため、統計的な特徴
はないが、当事者別では二輪車が全事故の半数と最
多で、次いで歩行者、自転車の順で、四輪車の事故
は過去10年間で2件である。
　交通事故全体の発生件数でも、年間平均27件で、
交通人身事故同様に島嶼部警察署の中で最少であ
る。

（2）交通安全活動
　ア　幼児に対する交通安全教育

　毎年4月に「ちびっ子クラブ（4～5歳児）」
および「保育園」の全児童を対象として、
幼児向けビデオを活用して交通マナーにつ
いて教育した上、道路の歩き方や横断歩道
の渡り方について実地訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は、父島に1校、母島に1校が置か
れている。
　毎年4月に全校児童を対象として、道路の
歩き方や自転車の乗り方を指導した上、交
差点や一般道を利用して自転車の走行訓練
を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月に全校生徒を対象として、実際の
事故映像を活用して、自転車の安全利用に
関する講義を実施している。

　エ　高校生に対する交通安全教育
　毎年3月に全校生徒を対象として、自転車
とバイクの安全利用および点検方法、交通
事故を起こした場合の法的責任について講
義を行っている。

　オ　高齢者に対する交通安全教育
　島内の老人クラブおよび金融機関の高齢
顧客に対して、ビデオおよびレジュメを使
用した講義を実施すると共に、運転免許証
の自主返納制度について説明した上、反射
材を配布している。

　カ　企業に対する交通安全教育
　法定の安全運転管理者講習だけでなく、
福祉法人や他官庁に対する交通安全教室を
実施し、交通安全意識の向上を図っている。

（3）各種イベント等
　年2回の全国交通安全運動に合わせ、小笠原村唯
一の交通手段（船舶）である「おがさわら丸」の入
港時に、港で交通マナー遵守を訴えるチラシや反射
材等のグッズ配布のキャンペーンを行う他、村内の
中心地においてもチラシ、グッズ等の配布、飲酒体
験ゴーグルや二輪車用エアバッグジャケットの体験
コーナーを設け、交通安全を呼びかけるキャンペー
ンを行っている。

（4）その他の施策
　ア　小笠原中学校では、自転車通学の生徒が多

数であることから、中学校の教諭と連携し、
合同で自転車通学者に対する指導を定期的
に行っている。具体的には、通学路におけ
る一時不停止の者に対し、自転車マナーカー
ドを作成の上、交付するなどしている。

　イ　薄暮時間帯における無灯火自転車を停止さ
せ、ライトを点灯するよう、適時、ミニ検
問を実施している。

　ウ　入港日における中心地の路上駐車対策とし
て、赤色灯点灯走行の上、駐車車両に対して、
マイク広報、指導警告を実施している。

　本文では、主として島嶼部における警察の交通安
全教育および広報啓発活動を中心とした取り組みを
紹介した。島嶼部においては、交通量が少ないこと
もあり、比較的交通事故の発生は少なく、また、人
口が少ないため、きめ細やかな交通安全教育が可能
となっているというメリットもある。
　もっとも、交通安全は警察の力のみでなし得るも
のではないことは論をまたない。交通安全教育や広
報啓発、交通指導取り締まりに加え、道路管理者と
連携した交通環境の改善、交通安全協会をはじめと
する交通ボランティアの方々の活動が相まって、紹
介したような交通事故の発生状況に留まっていると
いうこともできる。
　しかしながら、各島の交通事故の特徴を見ると、
観光客がレンタカーで交通事故を惹起しているケー
スが多く、中には観光中の気の緩みから飲酒運転に
及んでいることもあり、観光客に対する情報発信や、
これに関係する事業者との連携など、観光地特有の
交通対策を講じていく必要もあると考えている。
　東京では、2年後にオリンピック･パラリンピッ
クが開催され、来日外国人をはじめとする観光客に
対する交通対策が課題となっているが、その糸口と
して、都心と島嶼部の交通安全対策を総合的に検討
していくことが、警視庁交通部に課された使命であ
ると考えている。

とう  しょ



　東京都は、日本の首都として人口約1,300万人を
擁する世界有数の都市で、都内総生産が他国の国内
総生産に匹敵するほどの経済都市である。その一部
を成す東京の島嶼部は、都心から南に約100キロ
メートルから2,000キロメートルの太平洋上に点在
する島々から成る（Fig.1）。都心部のイメージとは
かけ離れた豊富な海洋資源に恵まれた世界有数の漁
場であり、噴火や台風などによる自然災害に見舞わ
れることも多いのに加え、小笠原諸島は固有の生物

が多く、東洋のガラパゴスと称され、世界遺産に登
録されるなど、自然豊かな島々で構成されている。
　警視庁では、都心部においては1つの区を複数の
警察署で管轄することにより、事件事故などのさま
ざまな事象や、運転免許等の各種届出などの大量行
政に対応しているが、島嶼部はこれとは逆に、9つ
の町・村を大島、新島、三宅島、八丈島、小笠原の
5つの警察署で管轄している。
　島嶼部全体の人口は26,327人で、うち高齢者（65
歳以上）が8,996人（全体の約34.2パーセント）を
占めている。運転免許取得者は、18,540人（約70.4
パーセント）、車両台数は、23,138台、道路延長は、
1,481,859ｍとなっている（Table 1）。信号機の設置
箇所数は、島嶼部警察署合計で29カ所と限定的で、
設置されていない島では、信号機のイラストパネル
等を使用して横断訓練を実施している（Table 2）。

　2.　島嶼部警察署別の交通事故発生状況等
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東京都島嶼部の交通事故状況と交通安全活動について

　本稿では、島嶼部を管轄する5つの警察署別に、
交通事故状況と交通安全活動を紹介したい。
　なお、意見に当たる部分は私見であることをあら
かじめお断りする。

　2017年中の東京都内における交通人身事故発生
件 数 は32,763件、死 者 数 は164人、負 傷 者 数 は
37,994人と、死者数は戦後の統計史上3番目に少な
い人数で、ピーク時（1960年1,179人）の約7分の1
まで減少している。とはいえ、死亡事故の内容を見
ると、歩行中の事故死者が76人と全事故死者の約
半数を占めており、二輪車乗車中の事故死者の割合
が全国と比べて高いなど、都市部特有の課題を克服

できない状況が続いている。
　一方、島嶼部では、2017年中の交通人身事故発
生件数は13件と少なく、交通事故の多くは物損の
みの交通物件事故となっている（Table 3）。

　3-1　大島警察署（大島町・利島村）
（1） 交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で八丈島警察署に次いで2番目に多い。交通人身事
故の特徴（過去10年の交通人身事故を合計した分
析結果をいう。以下同じ。）は、月別では7月と8月
で全体の26パーセントを占めて最多となっている。

　3.　島嶼部警察署別の交通事故の特徴と交通安全
　　　活動

当事者別では全事故の71パーセントが四輪車乗車
中で、時間帯別では午前10時から午後2時の間が
38パーセントで最多、事故類型別では追突、違反
別では前方不注意が最多となっている。
　交通事故全体（交通物件事故を含んだ警察署員の
手集計による分析結果をいう。以下同じ。） の昨年
の発生件数では、島嶼部警察署の中で最多であるこ
とに加え、近年増加傾向が見られる。交通事故全体
のおよそ半数以上が、車両等の単独事故である。一
方、車両相互の事故の多くは、出会い頭やすれ違い
時に発生している。
　また、事故当事車両の種類別では、全体の約2割
がレンタカーである。
　島民を当事者とする事故の発生場所については、
自宅周辺などの生活圏内が多く、慣れからくる漫然
運転、安全不確認が事故の原因と考えられる。大島、
利島ともに、都道、主要道路であっても大型車両が
すれ違えないほど狭い場所が多くある。防風林が島
全体に生い茂っており、道路脇からはみ出す防風林
を避けるために中央車線寄りに走行せざるを得ない

状況をつくり出し、裏路地では交差点の左右やカー
ブでの視認の妨げになっている。そこに安全確認不
足が重なり、出会い頭衝突、すれ違い時の接触等の
事故が発生するものと考えられる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、大島町に3校、利島村に1校が
置かれている。
　大島町では毎年4月に新入学生に対して、
横断歩道の渡り方や道路の歩き方の訓練を、
交差点や一般道を利用して実施している。
具体的には歩道の歩き方、横断歩道の渡り方、
小学校周辺での危険箇所について、信号機
のある交差点まで実際に歩きながら学んで
いく。信号機のある交差点では、しっかり
と信号機を確認すること、車が来ないか確
認すること、大きく手を上げて渡ることを
指導している。なお、周辺に信号機のない
小学校では、信号機のイラストパネルを使い、
信号機を再現して学習させている（Fig.2）。

　また、グラウンドにコースを作り、自転
車の交通ルールを学びながら、運転技術の
向上を目指す実技教室を行っている。
　利島村では、信号機が島内にないため、
校外実習はないものの、小学校グラウンド
を使用して自転車実技教室を行っている。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　大島町、利島村では、自転車に乗る生徒
は少ないものの自転車の交通安全指導に積
極的である。各中学校とも自転車通学の生
徒がいるので、安全指導は学校独自でも行い、
年に1回は大島署警察に交通安全教室の実施
依頼が来ている。大島署では、DVDを見せ
ながら、交通安全指導を行っている。
　利島村の中学校は小中一貫校であり、全
校生徒で自転車実技教室を行っている。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　大島署では、大島・利島各地域において、
運転者講習会を実施している。DVD視聴、
安全運転講話などを行い、運転技術向上よ
りも、自分の運転を見つめ直すことに重点
を置いた講習会を行っている。

（3）各種イベント等
　大島交通安全協会の協力を得て、交通安全運動中
のキャンペーンとして、ゲートボール大会等を行い、
町民の交通安全の意識向上を図っている。

（4）その他の施策
　大島町では、小学生に交通安全標語を作成しても
らい、優秀賞は都道の主要箇所に設置された交通安
全塔に掲げている。
　利島村では、小中学生が作成した交通安全標語を
島内に掲示し、利島村村内の交通安全を呼びかけて
いる。
　3-2　新島警察署（新島村・神津島村）

（1）　交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴については、月別の発生件数
は各月でほぼ同数であるが、四半期別で見ると10
月から12月の第4四半期が最も多くなっている。当
事者別では二輪車が全事故の37パーセントと最多
で、次いで歩行者の32パーセントとなっている。
時間帯別では午後2時から4時が最多、事故類型別
では歩行者の横断中等が39パーセント、違反別で
は交差点安全進行と前方不注意とで48パーセント
で最多となっている。
　交通事故全体の昨年の発生件数では、島嶼部警察

署の中で最少であり、約半数が単独事故である。観
光客による事故が66.7パーセントを占めている。

（2）　交通安全活動
　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、新島村に1校、式根島に1校、
神津島村に1校が置かれている。
　毎年4月に新1・2年生に対して、横断歩道
における歩行訓練を実施しており、小学3年
生以上には自転車交通安全教室を実施して
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　中学生に対しては、時期は年によって異
なるが、自転車交通安全教室を実施している。

　ウ　高校生に対する交通安全教育
　高校生に対しては、毎年夏休み前に自転
車交通安全教室を実施しており、免許取得
者に対しては交通講話を実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　高齢者に対しては、シニアカーの実技講
習やシルバー人材センターにおける交通講
話および実践運転訓練を実施している。

　オ　企業に対する交通安全教育
　企業に対する交通安全教育は、新島・式
根島・神津島に所在する郵便局および東京
電力等の事務所に赴いて交通講話を実施す
る他、それ以外の官公庁組織に対しても交
通講話を実施している。

（3）各種イベント等
　春と秋に交通安全キャンペーンや自転車交通安全
教室、交通安全実技教習（四輪）会、シニアカー講
習等を実施している。

（4）その他の施策
　ア　高校とコラボした施策

　2017年秋の全国交通安全運動において、
新島高校のボランティア部と合同で交通
キャンペーンを実施し、島民から好評を得た。

　イ　中学校とコラボした施策
　2018年春の全国交通安全運動において、
式根島中学校の中学生に一日警察署長を委
嘱し、警察官と合同で交通キャンペーンを
実施して、島民から好評を得た。

　3-3　三宅島警察署（三宅村・御蔵島村）
（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴は、月別で各月の発生件数は
ほぼ同数であるが、半期別で見ると下半期の発生件

数が上半期の倍の発生件数となっている。当事者別
では四輪車が全事故の61パーセントと最多で、次
いで歩行者の27パーセントとなっている。時間帯
別では午後2時から4時が最多、事故類型別では歩
行者の横断中等が32パーセント、違反別では安全
不確認、前方不注意、ハンドルブレーキ操作不適で
77パーセントを占めている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均約30件
で、毎年7月から8月と10月から11月にかけて多く
発生しており、その4カ月で全発生件数の58パーセ
ントを占める。

（2）交通安全活動
　ア　保育園に対する交通安全教室

　毎年4月に保育園園児に対して、紙芝居等
を用いた交差点の正しい渡り方に関する安
全教室を実施し、その後、保育園の前に設
置してある横断歩道で実際に横断歩道横断
訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は三宅村に1校、御蔵島村1校が置
かれている。
　毎年、新入学生に対しては、4月に横断歩
道の渡り方や道路の正しい歩き方を指導し、
2年生以上の生徒に対しては、4月と11月に
自転車の正しい乗り方や、事故を起こさない・
遭わないための教育を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月と11月に交通事故防止教育用
DVDを視聴させ、事故の危険性と悲惨さを
考える機会を与えるとともに、どうすれば
事故に遭わないかという教育を講話形式の
交通安全教室で実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　認知機能検査や高齢者講習を毎月1回実施
しており、これを受けた者に対して、講習
後に教育用DVDを見せ、高齢運転者の事故
の特徴等を教育している。また、認知機能
検査の結果に基づき、本人や家族、保健師
等を交えて運転免許証の自主返納の説明を
行い、運転免許証の自主返納に対する理解
を深めている。
　また、毎年4月と11月には、三宅島に所在
する交通公園を利用して高齢運転者に対す
る交通安全実技教室を実施し、本人の運転
技量と運転の基本を再確認する機会を設け、

高齢運転者の事故防止対策を進めている。
　オ　企業に対する交通安全教育

　2カ月に一度、三宅島島内に所在する企業、
役場等が集まり、今後の道路工事等の協議
を行っており、その協議の場において警察
としての意見を各企業に伝えている。
　また、交通安全実技教室の依頼を受けた
場合は、日程を調整した上で実施をしている。

（3）各種イベント等
　春・秋の全国交通安全運動期間中に各2回、三宅
島交通安全協会と連携して交通街頭キャンペーンを
開催し、三宅島島内での交通事故防止を呼びかけて
いる。
　また、春の交通安全運動にあっては、島外から芸
能人等を招いて「交通安全のつどい」を実施し、交
通事故防止を広く呼びかけている。
　本年は、警視庁音楽隊を招いて、島内中学生・高
校生で編成した吹奏楽部との合同演奏を行うなど、
島民400名が集まり、「交通安全のつどい」を開催
した。

（4）その他の施策
　夜間における速度超過抑止を狙い、2017年に、
島内主要都道「三宅島一周道路」の27カ所に警察
官型注意喚起看板「ナイトポリス」設置した。
　また、三宅島島内は歩道と車道が完全に分離され
ていないため、東京都三宅支庁と協議を行い、道路
の拡張や歩道の新設の計画を立て、交通環境を整え
ることにより、交通事故防止を図っている。
　3-4　八丈島警察署（八丈町・青ヶ島村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で最多である。月別の発生件数では大きな特徴はな
いが、四半期別で見ると、10月から12月の第4四
半期が最も多くなっている。当事者別では四輪車が
全事故の64パーセントと最多で、次いで歩行者の
17パーセントとなっている。時間帯別では午後0時
から2時が最多で、次いで午後2時から4時と日中
に多く発生しており、事故類型別では出会い頭が
20パーセント、違反別では安全不確認、前方不注意、
ハンドルブレーキ操作不適で63パーセントを占め
ている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均87件で、
島嶼部警察署の中では大島警察署に次いで2番目に
多い。2017年中の特徴としては単独事故が多く、
全体の33パーセントを占めている。

　また、高齢者の事故は発生全体の34パーセント
に及んでいる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、八丈町に3校、青ヶ島村に1校
が置かれている。
　毎年4月に、島内3校の小学校の新入学生
に対して、交差点信号機を利用して横断歩
道の渡り方や道路の歩き方の訓練を実施し
ている。特に歩行者の信号が点滅したとき
の横断方法について、警察官が手本を示し
ながら実際に新入生に実施させている。
　雨天の場合は、体育館において仮設横断
歩道を作成し、歩行者ボードを利用して同
様の体験をさせている。
　小学校の3・4年生に対しては、自転車教
室を実施している。具体的には、自転車の
点検、正しい乗り方、安全確認方法につい
て説明してから実技に移る方法を採用して
おり、公道等は利用せず、体育館にコース
を設け、警察官が悪い例・良い例の実例を
示した上で、小学生に一人ずつ実践させて
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　自転車の乗り方について、「なぜ、自転車
事故は起こったか」というタイトルの教育
用DVDを視聴させた上で、体育館にコース
を設定し、各学年代表者数名に自転車に乗っ
てもらい、教育を実施している。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　島内各地区において、交通安全運動の実
施に伴い、年2回「交通安全の夕べ」を開催し、
DVDの視聴の他、管内の事故実態を示し安
全講話を行い、さらに高齢者に分かりやす
いように、島部の交通事情に合わせた紙芝
居を作成し、事故防止を呼びかけている。

　エ　企業に対する交通安全教育
　企業や役場等からの依頼を受け、DVD視
聴と安全講話により、交通安全教育を実施
している。特に東京都八丈支庁等の官公庁
職員については、2017年中は、全職員に対
して安全教育を実施している。

（3）各種イベント等
　春・秋の交通安全運動期間には、八丈島交通安全
協会と連携をして、街頭キャンペーンを実施し、交

通事故防止を呼びかけている。
　本年の青ヶ島交通安全協会20周年記念式典では、
警視庁音楽隊の派遣を受け、式典に花を添えること
となり、島民の交通安全に対する意識が高まった。

（4）その他の施策
　新入生に対しては、離島である青ヶ島においても、
八丈島警察署交通係職員を派遣し、同様の安全教室
を実施している。
　3-5　小笠原警察署（小笠原村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、年間平均約2件と
島嶼部警察署の中で最少で、死亡事故は1995年に
発生して以来、23年間ゼロが続いている。昨年発
生した唯一の交通人身事故は、観光客が飲酒運転で
惹起させた重傷事故である。
　交通人身事故の件数が少ないため、統計的な特徴
はないが、当事者別では二輪車が全事故の半数と最
多で、次いで歩行者、自転車の順で、四輪車の事故
は過去10年間で2件である。
　交通事故全体の発生件数でも、年間平均27件で、
交通人身事故同様に島嶼部警察署の中で最少であ
る。

（2）交通安全活動
　ア　幼児に対する交通安全教育

　毎年4月に「ちびっ子クラブ（4～5歳児）」
および「保育園」の全児童を対象として、
幼児向けビデオを活用して交通マナーにつ
いて教育した上、道路の歩き方や横断歩道
の渡り方について実地訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は、父島に1校、母島に1校が置か
れている。
　毎年4月に全校児童を対象として、道路の
歩き方や自転車の乗り方を指導した上、交
差点や一般道を利用して自転車の走行訓練
を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月に全校生徒を対象として、実際の
事故映像を活用して、自転車の安全利用に
関する講義を実施している。

　エ　高校生に対する交通安全教育
　毎年3月に全校生徒を対象として、自転車
とバイクの安全利用および点検方法、交通
事故を起こした場合の法的責任について講
義を行っている。

　オ　高齢者に対する交通安全教育
　島内の老人クラブおよび金融機関の高齢
顧客に対して、ビデオおよびレジュメを使
用した講義を実施すると共に、運転免許証
の自主返納制度について説明した上、反射
材を配布している。

　カ　企業に対する交通安全教育
　法定の安全運転管理者講習だけでなく、
福祉法人や他官庁に対する交通安全教室を
実施し、交通安全意識の向上を図っている。

（3）各種イベント等
　年2回の全国交通安全運動に合わせ、小笠原村唯
一の交通手段（船舶）である「おがさわら丸」の入
港時に、港で交通マナー遵守を訴えるチラシや反射
材等のグッズ配布のキャンペーンを行う他、村内の
中心地においてもチラシ、グッズ等の配布、飲酒体
験ゴーグルや二輪車用エアバッグジャケットの体験
コーナーを設け、交通安全を呼びかけるキャンペー
ンを行っている。

（4）その他の施策
　ア　小笠原中学校では、自転車通学の生徒が多

数であることから、中学校の教諭と連携し、
合同で自転車通学者に対する指導を定期的
に行っている。具体的には、通学路におけ
る一時不停止の者に対し、自転車マナーカー
ドを作成の上、交付するなどしている。

　イ　薄暮時間帯における無灯火自転車を停止さ
せ、ライトを点灯するよう、適時、ミニ検
問を実施している。

　ウ　入港日における中心地の路上駐車対策とし
て、赤色灯点灯走行の上、駐車車両に対して、
マイク広報、指導警告を実施している。

　本文では、主として島嶼部における警察の交通安
全教育および広報啓発活動を中心とした取り組みを
紹介した。島嶼部においては、交通量が少ないこと
もあり、比較的交通事故の発生は少なく、また、人
口が少ないため、きめ細やかな交通安全教育が可能
となっているというメリットもある。
　もっとも、交通安全は警察の力のみでなし得るも
のではないことは論をまたない。交通安全教育や広
報啓発、交通指導取り締まりに加え、道路管理者と
連携した交通環境の改善、交通安全協会をはじめと
する交通ボランティアの方々の活動が相まって、紹
介したような交通事故の発生状況に留まっていると
いうこともできる。
　しかしながら、各島の交通事故の特徴を見ると、
観光客がレンタカーで交通事故を惹起しているケー
スが多く、中には観光中の気の緩みから飲酒運転に
及んでいることもあり、観光客に対する情報発信や、
これに関係する事業者との連携など、観光地特有の
交通対策を講じていく必要もあると考えている。
　東京では、2年後にオリンピック･パラリンピッ
クが開催され、来日外国人をはじめとする観光客に
対する交通対策が課題となっているが、その糸口と
して、都心と島嶼部の交通安全対策を総合的に検討
していくことが、警視庁交通部に課された使命であ
ると考えている。

Fig.1　東京都島嶼部警察署の位置関係

Table 1　島嶼部警察署別の人口等

Table 2　島嶼部警察署別の信号機設置箇所数（2017年度末）

全体 高齢者 高齢者比 取得者数 人口比

8,330 2,994 35.9% 5,656 67.9% 7,044 526,804

4,631 1,619 35.0% 3,320 71.7% 4,299 221,814

2,886 1,056 36.6% 2,131 73.8% 2,876 156,499

7,886 2,931 37.2% 5,492 69.6% 6,455 526,621

2,594 396 15.3% 1,941 74.8% 2,464 50,121

大島警察署
新島警察署
三宅島警察署
八丈島警察署
小笠原警察署
合計 26,327 8,996 34.2% 18,540 70.4% 23,138 1,481,859

車両保有
台数

道路延長
(m)

運転免許人口

島 名 大 島 利 島 新 島 神津島 式根島 三宅島 御蔵島 八丈島 青ヶ島 父 島 母 島
信号設置 6 0 2 1 1 3 0 13 1 2 0

管轄署名 大 島 警 察 署 新 島 警 察 署 三宅島警察署 八丈島警察署 小笠原警察署

注1 ）人口・運転免許・車両保有
台数は2017年 1月1日現在。

　 2 ）道路延長は 2016 年度東京
都道路概況による。

　 3 ）車両保有台数には原動機付
自転車を含む。



　東京都は、日本の首都として人口約1,300万人を
擁する世界有数の都市で、都内総生産が他国の国内
総生産に匹敵するほどの経済都市である。その一部
を成す東京の島嶼部は、都心から南に約100キロ
メートルから2,000キロメートルの太平洋上に点在
する島々から成る（Fig.1）。都心部のイメージとは
かけ離れた豊富な海洋資源に恵まれた世界有数の漁
場であり、噴火や台風などによる自然災害に見舞わ
れることも多いのに加え、小笠原諸島は固有の生物

が多く、東洋のガラパゴスと称され、世界遺産に登
録されるなど、自然豊かな島々で構成されている。
　警視庁では、都心部においては1つの区を複数の
警察署で管轄することにより、事件事故などのさま
ざまな事象や、運転免許等の各種届出などの大量行
政に対応しているが、島嶼部はこれとは逆に、9つ
の町・村を大島、新島、三宅島、八丈島、小笠原の
5つの警察署で管轄している。
　島嶼部全体の人口は26,327人で、うち高齢者（65
歳以上）が8,996人（全体の約34.2パーセント）を
占めている。運転免許取得者は、18,540人（約70.4
パーセント）、車両台数は、23,138台、道路延長は、
1,481,859ｍとなっている（Table 1）。信号機の設置
箇所数は、島嶼部警察署合計で29カ所と限定的で、
設置されていない島では、信号機のイラストパネル
等を使用して横断訓練を実施している（Table 2）。

　本稿では、島嶼部を管轄する5つの警察署別に、
交通事故状況と交通安全活動を紹介したい。
　なお、意見に当たる部分は私見であることをあら
かじめお断りする。

　2017年中の東京都内における交通人身事故発生
件 数 は32,763件、死 者 数 は164人、負 傷 者 数 は
37,994人と、死者数は戦後の統計史上3番目に少な
い人数で、ピーク時（1960年1,179人）の約7分の1
まで減少している。とはいえ、死亡事故の内容を見
ると、歩行中の事故死者が76人と全事故死者の約
半数を占めており、二輪車乗車中の事故死者の割合
が全国と比べて高いなど、都市部特有の課題を克服

できない状況が続いている。
　一方、島嶼部では、2017年中の交通人身事故発
生件数は13件と少なく、交通事故の多くは物損の
みの交通物件事故となっている（Table 3）。

　3-1　大島警察署（大島町・利島村）
（1） 交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で八丈島警察署に次いで2番目に多い。交通人身事
故の特徴（過去10年の交通人身事故を合計した分
析結果をいう。以下同じ。）は、月別では7月と8月
で全体の26パーセントを占めて最多となっている。
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当事者別では全事故の71パーセントが四輪車乗車
中で、時間帯別では午前10時から午後2時の間が
38パーセントで最多、事故類型別では追突、違反
別では前方不注意が最多となっている。
　交通事故全体（交通物件事故を含んだ警察署員の
手集計による分析結果をいう。以下同じ。） の昨年
の発生件数では、島嶼部警察署の中で最多であるこ
とに加え、近年増加傾向が見られる。交通事故全体
のおよそ半数以上が、車両等の単独事故である。一
方、車両相互の事故の多くは、出会い頭やすれ違い
時に発生している。
　また、事故当事車両の種類別では、全体の約2割
がレンタカーである。
　島民を当事者とする事故の発生場所については、
自宅周辺などの生活圏内が多く、慣れからくる漫然
運転、安全不確認が事故の原因と考えられる。大島、
利島ともに、都道、主要道路であっても大型車両が
すれ違えないほど狭い場所が多くある。防風林が島
全体に生い茂っており、道路脇からはみ出す防風林
を避けるために中央車線寄りに走行せざるを得ない

状況をつくり出し、裏路地では交差点の左右やカー
ブでの視認の妨げになっている。そこに安全確認不
足が重なり、出会い頭衝突、すれ違い時の接触等の
事故が発生するものと考えられる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、大島町に3校、利島村に1校が
置かれている。
　大島町では毎年4月に新入学生に対して、
横断歩道の渡り方や道路の歩き方の訓練を、
交差点や一般道を利用して実施している。
具体的には歩道の歩き方、横断歩道の渡り方、
小学校周辺での危険箇所について、信号機
のある交差点まで実際に歩きながら学んで
いく。信号機のある交差点では、しっかり
と信号機を確認すること、車が来ないか確
認すること、大きく手を上げて渡ることを
指導している。なお、周辺に信号機のない
小学校では、信号機のイラストパネルを使い、
信号機を再現して学習させている（Fig.2）。

　また、グラウンドにコースを作り、自転
車の交通ルールを学びながら、運転技術の
向上を目指す実技教室を行っている。
　利島村では、信号機が島内にないため、
校外実習はないものの、小学校グラウンド
を使用して自転車実技教室を行っている。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　大島町、利島村では、自転車に乗る生徒
は少ないものの自転車の交通安全指導に積
極的である。各中学校とも自転車通学の生
徒がいるので、安全指導は学校独自でも行い、
年に1回は大島署警察に交通安全教室の実施
依頼が来ている。大島署では、DVDを見せ
ながら、交通安全指導を行っている。
　利島村の中学校は小中一貫校であり、全
校生徒で自転車実技教室を行っている。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　大島署では、大島・利島各地域において、
運転者講習会を実施している。DVD視聴、
安全運転講話などを行い、運転技術向上よ
りも、自分の運転を見つめ直すことに重点
を置いた講習会を行っている。

（3）各種イベント等
　大島交通安全協会の協力を得て、交通安全運動中
のキャンペーンとして、ゲートボール大会等を行い、
町民の交通安全の意識向上を図っている。

（4）その他の施策
　大島町では、小学生に交通安全標語を作成しても
らい、優秀賞は都道の主要箇所に設置された交通安
全塔に掲げている。
　利島村では、小中学生が作成した交通安全標語を
島内に掲示し、利島村村内の交通安全を呼びかけて
いる。
　3-2　新島警察署（新島村・神津島村）

（1）　交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴については、月別の発生件数
は各月でほぼ同数であるが、四半期別で見ると10
月から12月の第4四半期が最も多くなっている。当
事者別では二輪車が全事故の37パーセントと最多
で、次いで歩行者の32パーセントとなっている。
時間帯別では午後2時から4時が最多、事故類型別
では歩行者の横断中等が39パーセント、違反別で
は交差点安全進行と前方不注意とで48パーセント
で最多となっている。
　交通事故全体の昨年の発生件数では、島嶼部警察

署の中で最少であり、約半数が単独事故である。観
光客による事故が66.7パーセントを占めている。

（2）　交通安全活動
　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、新島村に1校、式根島に1校、
神津島村に1校が置かれている。
　毎年4月に新1・2年生に対して、横断歩道
における歩行訓練を実施しており、小学3年
生以上には自転車交通安全教室を実施して
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　中学生に対しては、時期は年によって異
なるが、自転車交通安全教室を実施している。

　ウ　高校生に対する交通安全教育
　高校生に対しては、毎年夏休み前に自転
車交通安全教室を実施しており、免許取得
者に対しては交通講話を実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　高齢者に対しては、シニアカーの実技講
習やシルバー人材センターにおける交通講
話および実践運転訓練を実施している。

　オ　企業に対する交通安全教育
　企業に対する交通安全教育は、新島・式
根島・神津島に所在する郵便局および東京
電力等の事務所に赴いて交通講話を実施す
る他、それ以外の官公庁組織に対しても交
通講話を実施している。

（3）各種イベント等
　春と秋に交通安全キャンペーンや自転車交通安全
教室、交通安全実技教習（四輪）会、シニアカー講
習等を実施している。

（4）その他の施策
　ア　高校とコラボした施策

　2017年秋の全国交通安全運動において、
新島高校のボランティア部と合同で交通
キャンペーンを実施し、島民から好評を得た。

　イ　中学校とコラボした施策
　2018年春の全国交通安全運動において、
式根島中学校の中学生に一日警察署長を委
嘱し、警察官と合同で交通キャンペーンを
実施して、島民から好評を得た。

　3-3　三宅島警察署（三宅村・御蔵島村）
（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴は、月別で各月の発生件数は
ほぼ同数であるが、半期別で見ると下半期の発生件

数が上半期の倍の発生件数となっている。当事者別
では四輪車が全事故の61パーセントと最多で、次
いで歩行者の27パーセントとなっている。時間帯
別では午後2時から4時が最多、事故類型別では歩
行者の横断中等が32パーセント、違反別では安全
不確認、前方不注意、ハンドルブレーキ操作不適で
77パーセントを占めている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均約30件
で、毎年7月から8月と10月から11月にかけて多く
発生しており、その4カ月で全発生件数の58パーセ
ントを占める。

（2）交通安全活動
　ア　保育園に対する交通安全教室

　毎年4月に保育園園児に対して、紙芝居等
を用いた交差点の正しい渡り方に関する安
全教室を実施し、その後、保育園の前に設
置してある横断歩道で実際に横断歩道横断
訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は三宅村に1校、御蔵島村1校が置
かれている。
　毎年、新入学生に対しては、4月に横断歩
道の渡り方や道路の正しい歩き方を指導し、
2年生以上の生徒に対しては、4月と11月に
自転車の正しい乗り方や、事故を起こさない・
遭わないための教育を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月と11月に交通事故防止教育用
DVDを視聴させ、事故の危険性と悲惨さを
考える機会を与えるとともに、どうすれば
事故に遭わないかという教育を講話形式の
交通安全教室で実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　認知機能検査や高齢者講習を毎月1回実施
しており、これを受けた者に対して、講習
後に教育用DVDを見せ、高齢運転者の事故
の特徴等を教育している。また、認知機能
検査の結果に基づき、本人や家族、保健師
等を交えて運転免許証の自主返納の説明を
行い、運転免許証の自主返納に対する理解
を深めている。
　また、毎年4月と11月には、三宅島に所在
する交通公園を利用して高齢運転者に対す
る交通安全実技教室を実施し、本人の運転
技量と運転の基本を再確認する機会を設け、

高齢運転者の事故防止対策を進めている。
　オ　企業に対する交通安全教育

　2カ月に一度、三宅島島内に所在する企業、
役場等が集まり、今後の道路工事等の協議
を行っており、その協議の場において警察
としての意見を各企業に伝えている。
　また、交通安全実技教室の依頼を受けた
場合は、日程を調整した上で実施をしている。

（3）各種イベント等
　春・秋の全国交通安全運動期間中に各2回、三宅
島交通安全協会と連携して交通街頭キャンペーンを
開催し、三宅島島内での交通事故防止を呼びかけて
いる。
　また、春の交通安全運動にあっては、島外から芸
能人等を招いて「交通安全のつどい」を実施し、交
通事故防止を広く呼びかけている。
　本年は、警視庁音楽隊を招いて、島内中学生・高
校生で編成した吹奏楽部との合同演奏を行うなど、
島民400名が集まり、「交通安全のつどい」を開催
した。

（4）その他の施策
　夜間における速度超過抑止を狙い、2017年に、
島内主要都道「三宅島一周道路」の27カ所に警察
官型注意喚起看板「ナイトポリス」設置した。
　また、三宅島島内は歩道と車道が完全に分離され
ていないため、東京都三宅支庁と協議を行い、道路
の拡張や歩道の新設の計画を立て、交通環境を整え
ることにより、交通事故防止を図っている。
　3-4　八丈島警察署（八丈町・青ヶ島村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で最多である。月別の発生件数では大きな特徴はな
いが、四半期別で見ると、10月から12月の第4四
半期が最も多くなっている。当事者別では四輪車が
全事故の64パーセントと最多で、次いで歩行者の
17パーセントとなっている。時間帯別では午後0時
から2時が最多で、次いで午後2時から4時と日中
に多く発生しており、事故類型別では出会い頭が
20パーセント、違反別では安全不確認、前方不注意、
ハンドルブレーキ操作不適で63パーセントを占め
ている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均87件で、
島嶼部警察署の中では大島警察署に次いで2番目に
多い。2017年中の特徴としては単独事故が多く、
全体の33パーセントを占めている。

　また、高齢者の事故は発生全体の34パーセント
に及んでいる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、八丈町に3校、青ヶ島村に1校
が置かれている。
　毎年4月に、島内3校の小学校の新入学生
に対して、交差点信号機を利用して横断歩
道の渡り方や道路の歩き方の訓練を実施し
ている。特に歩行者の信号が点滅したとき
の横断方法について、警察官が手本を示し
ながら実際に新入生に実施させている。
　雨天の場合は、体育館において仮設横断
歩道を作成し、歩行者ボードを利用して同
様の体験をさせている。
　小学校の3・4年生に対しては、自転車教
室を実施している。具体的には、自転車の
点検、正しい乗り方、安全確認方法につい
て説明してから実技に移る方法を採用して
おり、公道等は利用せず、体育館にコース
を設け、警察官が悪い例・良い例の実例を
示した上で、小学生に一人ずつ実践させて
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　自転車の乗り方について、「なぜ、自転車
事故は起こったか」というタイトルの教育
用DVDを視聴させた上で、体育館にコース
を設定し、各学年代表者数名に自転車に乗っ
てもらい、教育を実施している。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　島内各地区において、交通安全運動の実
施に伴い、年2回「交通安全の夕べ」を開催し、
DVDの視聴の他、管内の事故実態を示し安
全講話を行い、さらに高齢者に分かりやす
いように、島部の交通事情に合わせた紙芝
居を作成し、事故防止を呼びかけている。

　エ　企業に対する交通安全教育
　企業や役場等からの依頼を受け、DVD視
聴と安全講話により、交通安全教育を実施
している。特に東京都八丈支庁等の官公庁
職員については、2017年中は、全職員に対
して安全教育を実施している。

（3）各種イベント等
　春・秋の交通安全運動期間には、八丈島交通安全
協会と連携をして、街頭キャンペーンを実施し、交

通事故防止を呼びかけている。
　本年の青ヶ島交通安全協会20周年記念式典では、
警視庁音楽隊の派遣を受け、式典に花を添えること
となり、島民の交通安全に対する意識が高まった。

（4）その他の施策
　新入生に対しては、離島である青ヶ島においても、
八丈島警察署交通係職員を派遣し、同様の安全教室
を実施している。
　3-5　小笠原警察署（小笠原村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、年間平均約2件と
島嶼部警察署の中で最少で、死亡事故は1995年に
発生して以来、23年間ゼロが続いている。昨年発
生した唯一の交通人身事故は、観光客が飲酒運転で
惹起させた重傷事故である。
　交通人身事故の件数が少ないため、統計的な特徴
はないが、当事者別では二輪車が全事故の半数と最
多で、次いで歩行者、自転車の順で、四輪車の事故
は過去10年間で2件である。
　交通事故全体の発生件数でも、年間平均27件で、
交通人身事故同様に島嶼部警察署の中で最少であ
る。

（2）交通安全活動
　ア　幼児に対する交通安全教育

　毎年4月に「ちびっ子クラブ（4～5歳児）」
および「保育園」の全児童を対象として、
幼児向けビデオを活用して交通マナーにつ
いて教育した上、道路の歩き方や横断歩道
の渡り方について実地訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は、父島に1校、母島に1校が置か
れている。
　毎年4月に全校児童を対象として、道路の
歩き方や自転車の乗り方を指導した上、交
差点や一般道を利用して自転車の走行訓練
を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月に全校生徒を対象として、実際の
事故映像を活用して、自転車の安全利用に
関する講義を実施している。

　エ　高校生に対する交通安全教育
　毎年3月に全校生徒を対象として、自転車
とバイクの安全利用および点検方法、交通
事故を起こした場合の法的責任について講
義を行っている。

　オ　高齢者に対する交通安全教育
　島内の老人クラブおよび金融機関の高齢
顧客に対して、ビデオおよびレジュメを使
用した講義を実施すると共に、運転免許証
の自主返納制度について説明した上、反射
材を配布している。

　カ　企業に対する交通安全教育
　法定の安全運転管理者講習だけでなく、
福祉法人や他官庁に対する交通安全教室を
実施し、交通安全意識の向上を図っている。

（3）各種イベント等
　年2回の全国交通安全運動に合わせ、小笠原村唯
一の交通手段（船舶）である「おがさわら丸」の入
港時に、港で交通マナー遵守を訴えるチラシや反射
材等のグッズ配布のキャンペーンを行う他、村内の
中心地においてもチラシ、グッズ等の配布、飲酒体
験ゴーグルや二輪車用エアバッグジャケットの体験
コーナーを設け、交通安全を呼びかけるキャンペー
ンを行っている。

（4）その他の施策
　ア　小笠原中学校では、自転車通学の生徒が多

数であることから、中学校の教諭と連携し、
合同で自転車通学者に対する指導を定期的
に行っている。具体的には、通学路におけ
る一時不停止の者に対し、自転車マナーカー
ドを作成の上、交付するなどしている。

　イ　薄暮時間帯における無灯火自転車を停止さ
せ、ライトを点灯するよう、適時、ミニ検
問を実施している。

　ウ　入港日における中心地の路上駐車対策とし
て、赤色灯点灯走行の上、駐車車両に対して、
マイク広報、指導警告を実施している。

　本文では、主として島嶼部における警察の交通安
全教育および広報啓発活動を中心とした取り組みを
紹介した。島嶼部においては、交通量が少ないこと
もあり、比較的交通事故の発生は少なく、また、人
口が少ないため、きめ細やかな交通安全教育が可能
となっているというメリットもある。
　もっとも、交通安全は警察の力のみでなし得るも
のではないことは論をまたない。交通安全教育や広
報啓発、交通指導取り締まりに加え、道路管理者と
連携した交通環境の改善、交通安全協会をはじめと
する交通ボランティアの方々の活動が相まって、紹
介したような交通事故の発生状況に留まっていると
いうこともできる。
　しかしながら、各島の交通事故の特徴を見ると、
観光客がレンタカーで交通事故を惹起しているケー
スが多く、中には観光中の気の緩みから飲酒運転に
及んでいることもあり、観光客に対する情報発信や、
これに関係する事業者との連携など、観光地特有の
交通対策を講じていく必要もあると考えている。
　東京では、2年後にオリンピック･パラリンピッ
クが開催され、来日外国人をはじめとする観光客に
対する交通対策が課題となっているが、その糸口と
して、都心と島嶼部の交通安全対策を総合的に検討
していくことが、警視庁交通部に課された使命であ
ると考えている。

Table 3　島嶼部警察署別の交通事故発生状況等

物件事故 人身事故 物件事故 人身事故 物件事故 人身事故 物件事故 人身事故 物件事故 人身事故 物件事故 人身事故

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

合計

89

91

103

127

120

195

136

861

17

15

24

17

4

3

10

7

5

2

104

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

2

21

21

33

25

5

5

12

9

6

2

139

13

9

25

21

21

19

19

127

4

5

6

7

6

4

6

1

3

4

46

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

4

5

6

7

6

4

5

1

3

6

47

32

31

30

32

41

28

33

227

2

6

4

3

2

1

5

6

1

1

31

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

3

7

4

5

2

1

6

13

1

1

43

109

91

84

118

68

63

75

608

15

10

17

11

15

16

14

17

8

5

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

13

18

12

19

23

18

20

9

5

158

16

26

33

19

29

30

33

186

3

1

4

3

1

1

1

3

4

1

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

4

3

1

1

1

3

6

1

24

259

248

275

317

279

335

296

2009

41

37

55

41

28

25

36

34

21

13

331

0

1

0

1

0

0

2

1

0

0

5

52

47

65

52

33

34

42

46

25

15

411

注）物件事故については、手集計による概数値である。
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発生件数 発生件数 発生件数 発生件数 発生件数 発生件数
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Fig.2　信号機のイラストパネルによる横断訓練実施状況



　東京都は、日本の首都として人口約1,300万人を
擁する世界有数の都市で、都内総生産が他国の国内
総生産に匹敵するほどの経済都市である。その一部
を成す東京の島嶼部は、都心から南に約100キロ
メートルから2,000キロメートルの太平洋上に点在
する島々から成る（Fig.1）。都心部のイメージとは
かけ離れた豊富な海洋資源に恵まれた世界有数の漁
場であり、噴火や台風などによる自然災害に見舞わ
れることも多いのに加え、小笠原諸島は固有の生物

が多く、東洋のガラパゴスと称され、世界遺産に登
録されるなど、自然豊かな島々で構成されている。
　警視庁では、都心部においては1つの区を複数の
警察署で管轄することにより、事件事故などのさま
ざまな事象や、運転免許等の各種届出などの大量行
政に対応しているが、島嶼部はこれとは逆に、9つ
の町・村を大島、新島、三宅島、八丈島、小笠原の
5つの警察署で管轄している。
　島嶼部全体の人口は26,327人で、うち高齢者（65
歳以上）が8,996人（全体の約34.2パーセント）を
占めている。運転免許取得者は、18,540人（約70.4
パーセント）、車両台数は、23,138台、道路延長は、
1,481,859ｍとなっている（Table 1）。信号機の設置
箇所数は、島嶼部警察署合計で29カ所と限定的で、
設置されていない島では、信号機のイラストパネル
等を使用して横断訓練を実施している（Table 2）。

　本稿では、島嶼部を管轄する5つの警察署別に、
交通事故状況と交通安全活動を紹介したい。
　なお、意見に当たる部分は私見であることをあら
かじめお断りする。

　2017年中の東京都内における交通人身事故発生
件 数 は32,763件、死 者 数 は164人、負 傷 者 数 は
37,994人と、死者数は戦後の統計史上3番目に少な
い人数で、ピーク時（1960年1,179人）の約7分の1
まで減少している。とはいえ、死亡事故の内容を見
ると、歩行中の事故死者が76人と全事故死者の約
半数を占めており、二輪車乗車中の事故死者の割合
が全国と比べて高いなど、都市部特有の課題を克服

できない状況が続いている。
　一方、島嶼部では、2017年中の交通人身事故発
生件数は13件と少なく、交通事故の多くは物損の
みの交通物件事故となっている（Table 3）。

　3-1　大島警察署（大島町・利島村）
（1） 交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で八丈島警察署に次いで2番目に多い。交通人身事
故の特徴（過去10年の交通人身事故を合計した分
析結果をいう。以下同じ。）は、月別では7月と8月
で全体の26パーセントを占めて最多となっている。

当事者別では全事故の71パーセントが四輪車乗車
中で、時間帯別では午前10時から午後2時の間が
38パーセントで最多、事故類型別では追突、違反
別では前方不注意が最多となっている。
　交通事故全体（交通物件事故を含んだ警察署員の
手集計による分析結果をいう。以下同じ。） の昨年
の発生件数では、島嶼部警察署の中で最多であるこ
とに加え、近年増加傾向が見られる。交通事故全体
のおよそ半数以上が、車両等の単独事故である。一
方、車両相互の事故の多くは、出会い頭やすれ違い
時に発生している。
　また、事故当事車両の種類別では、全体の約2割
がレンタカーである。
　島民を当事者とする事故の発生場所については、
自宅周辺などの生活圏内が多く、慣れからくる漫然
運転、安全不確認が事故の原因と考えられる。大島、
利島ともに、都道、主要道路であっても大型車両が
すれ違えないほど狭い場所が多くある。防風林が島
全体に生い茂っており、道路脇からはみ出す防風林
を避けるために中央車線寄りに走行せざるを得ない

状況をつくり出し、裏路地では交差点の左右やカー
ブでの視認の妨げになっている。そこに安全確認不
足が重なり、出会い頭衝突、すれ違い時の接触等の
事故が発生するものと考えられる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、大島町に3校、利島村に1校が
置かれている。
　大島町では毎年4月に新入学生に対して、
横断歩道の渡り方や道路の歩き方の訓練を、
交差点や一般道を利用して実施している。
具体的には歩道の歩き方、横断歩道の渡り方、
小学校周辺での危険箇所について、信号機
のある交差点まで実際に歩きながら学んで
いく。信号機のある交差点では、しっかり
と信号機を確認すること、車が来ないか確
認すること、大きく手を上げて渡ることを
指導している。なお、周辺に信号機のない
小学校では、信号機のイラストパネルを使い、
信号機を再現して学習させている（Fig.2）。

（ 9 ）
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　また、グラウンドにコースを作り、自転
車の交通ルールを学びながら、運転技術の
向上を目指す実技教室を行っている。
　利島村では、信号機が島内にないため、
校外実習はないものの、小学校グラウンド
を使用して自転車実技教室を行っている。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　大島町、利島村では、自転車に乗る生徒
は少ないものの自転車の交通安全指導に積
極的である。各中学校とも自転車通学の生
徒がいるので、安全指導は学校独自でも行い、
年に1回は大島署警察に交通安全教室の実施
依頼が来ている。大島署では、DVDを見せ
ながら、交通安全指導を行っている。
　利島村の中学校は小中一貫校であり、全
校生徒で自転車実技教室を行っている。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　大島署では、大島・利島各地域において、
運転者講習会を実施している。DVD視聴、
安全運転講話などを行い、運転技術向上よ
りも、自分の運転を見つめ直すことに重点
を置いた講習会を行っている。

（3）各種イベント等
　大島交通安全協会の協力を得て、交通安全運動中
のキャンペーンとして、ゲートボール大会等を行い、
町民の交通安全の意識向上を図っている。

（4）その他の施策
　大島町では、小学生に交通安全標語を作成しても
らい、優秀賞は都道の主要箇所に設置された交通安
全塔に掲げている。
　利島村では、小中学生が作成した交通安全標語を
島内に掲示し、利島村村内の交通安全を呼びかけて
いる。
　3-2　新島警察署（新島村・神津島村）

（1）　交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴については、月別の発生件数
は各月でほぼ同数であるが、四半期別で見ると10
月から12月の第4四半期が最も多くなっている。当
事者別では二輪車が全事故の37パーセントと最多
で、次いで歩行者の32パーセントとなっている。
時間帯別では午後2時から4時が最多、事故類型別
では歩行者の横断中等が39パーセント、違反別で
は交差点安全進行と前方不注意とで48パーセント
で最多となっている。
　交通事故全体の昨年の発生件数では、島嶼部警察

署の中で最少であり、約半数が単独事故である。観
光客による事故が66.7パーセントを占めている。

（2）　交通安全活動
　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、新島村に1校、式根島に1校、
神津島村に1校が置かれている。
　毎年4月に新1・2年生に対して、横断歩道
における歩行訓練を実施しており、小学3年
生以上には自転車交通安全教室を実施して
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　中学生に対しては、時期は年によって異
なるが、自転車交通安全教室を実施している。

　ウ　高校生に対する交通安全教育
　高校生に対しては、毎年夏休み前に自転
車交通安全教室を実施しており、免許取得
者に対しては交通講話を実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　高齢者に対しては、シニアカーの実技講
習やシルバー人材センターにおける交通講
話および実践運転訓練を実施している。

　オ　企業に対する交通安全教育
　企業に対する交通安全教育は、新島・式
根島・神津島に所在する郵便局および東京
電力等の事務所に赴いて交通講話を実施す
る他、それ以外の官公庁組織に対しても交
通講話を実施している。

（3）各種イベント等
　春と秋に交通安全キャンペーンや自転車交通安全
教室、交通安全実技教習（四輪）会、シニアカー講
習等を実施している。

（4）その他の施策
　ア　高校とコラボした施策

　2017年秋の全国交通安全運動において、
新島高校のボランティア部と合同で交通
キャンペーンを実施し、島民から好評を得た。

　イ　中学校とコラボした施策
　2018年春の全国交通安全運動において、
式根島中学校の中学生に一日警察署長を委
嘱し、警察官と合同で交通キャンペーンを
実施して、島民から好評を得た。

　3-3　三宅島警察署（三宅村・御蔵島村）
（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴は、月別で各月の発生件数は
ほぼ同数であるが、半期別で見ると下半期の発生件

数が上半期の倍の発生件数となっている。当事者別
では四輪車が全事故の61パーセントと最多で、次
いで歩行者の27パーセントとなっている。時間帯
別では午後2時から4時が最多、事故類型別では歩
行者の横断中等が32パーセント、違反別では安全
不確認、前方不注意、ハンドルブレーキ操作不適で
77パーセントを占めている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均約30件
で、毎年7月から8月と10月から11月にかけて多く
発生しており、その4カ月で全発生件数の58パーセ
ントを占める。

（2）交通安全活動
　ア　保育園に対する交通安全教室

　毎年4月に保育園園児に対して、紙芝居等
を用いた交差点の正しい渡り方に関する安
全教室を実施し、その後、保育園の前に設
置してある横断歩道で実際に横断歩道横断
訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は三宅村に1校、御蔵島村1校が置
かれている。
　毎年、新入学生に対しては、4月に横断歩
道の渡り方や道路の正しい歩き方を指導し、
2年生以上の生徒に対しては、4月と11月に
自転車の正しい乗り方や、事故を起こさない・
遭わないための教育を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月と11月に交通事故防止教育用
DVDを視聴させ、事故の危険性と悲惨さを
考える機会を与えるとともに、どうすれば
事故に遭わないかという教育を講話形式の
交通安全教室で実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　認知機能検査や高齢者講習を毎月1回実施
しており、これを受けた者に対して、講習
後に教育用DVDを見せ、高齢運転者の事故
の特徴等を教育している。また、認知機能
検査の結果に基づき、本人や家族、保健師
等を交えて運転免許証の自主返納の説明を
行い、運転免許証の自主返納に対する理解
を深めている。
　また、毎年4月と11月には、三宅島に所在
する交通公園を利用して高齢運転者に対す
る交通安全実技教室を実施し、本人の運転
技量と運転の基本を再確認する機会を設け、

高齢運転者の事故防止対策を進めている。
　オ　企業に対する交通安全教育

　2カ月に一度、三宅島島内に所在する企業、
役場等が集まり、今後の道路工事等の協議
を行っており、その協議の場において警察
としての意見を各企業に伝えている。
　また、交通安全実技教室の依頼を受けた
場合は、日程を調整した上で実施をしている。

（3）各種イベント等
　春・秋の全国交通安全運動期間中に各2回、三宅
島交通安全協会と連携して交通街頭キャンペーンを
開催し、三宅島島内での交通事故防止を呼びかけて
いる。
　また、春の交通安全運動にあっては、島外から芸
能人等を招いて「交通安全のつどい」を実施し、交
通事故防止を広く呼びかけている。
　本年は、警視庁音楽隊を招いて、島内中学生・高
校生で編成した吹奏楽部との合同演奏を行うなど、
島民400名が集まり、「交通安全のつどい」を開催
した。

（4）その他の施策
　夜間における速度超過抑止を狙い、2017年に、
島内主要都道「三宅島一周道路」の27カ所に警察
官型注意喚起看板「ナイトポリス」設置した。
　また、三宅島島内は歩道と車道が完全に分離され
ていないため、東京都三宅支庁と協議を行い、道路
の拡張や歩道の新設の計画を立て、交通環境を整え
ることにより、交通事故防止を図っている。
　3-4　八丈島警察署（八丈町・青ヶ島村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で最多である。月別の発生件数では大きな特徴はな
いが、四半期別で見ると、10月から12月の第4四
半期が最も多くなっている。当事者別では四輪車が
全事故の64パーセントと最多で、次いで歩行者の
17パーセントとなっている。時間帯別では午後0時
から2時が最多で、次いで午後2時から4時と日中
に多く発生しており、事故類型別では出会い頭が
20パーセント、違反別では安全不確認、前方不注意、
ハンドルブレーキ操作不適で63パーセントを占め
ている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均87件で、
島嶼部警察署の中では大島警察署に次いで2番目に
多い。2017年中の特徴としては単独事故が多く、
全体の33パーセントを占めている。

　また、高齢者の事故は発生全体の34パーセント
に及んでいる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、八丈町に3校、青ヶ島村に1校
が置かれている。
　毎年4月に、島内3校の小学校の新入学生
に対して、交差点信号機を利用して横断歩
道の渡り方や道路の歩き方の訓練を実施し
ている。特に歩行者の信号が点滅したとき
の横断方法について、警察官が手本を示し
ながら実際に新入生に実施させている。
　雨天の場合は、体育館において仮設横断
歩道を作成し、歩行者ボードを利用して同
様の体験をさせている。
　小学校の3・4年生に対しては、自転車教
室を実施している。具体的には、自転車の
点検、正しい乗り方、安全確認方法につい
て説明してから実技に移る方法を採用して
おり、公道等は利用せず、体育館にコース
を設け、警察官が悪い例・良い例の実例を
示した上で、小学生に一人ずつ実践させて
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　自転車の乗り方について、「なぜ、自転車
事故は起こったか」というタイトルの教育
用DVDを視聴させた上で、体育館にコース
を設定し、各学年代表者数名に自転車に乗っ
てもらい、教育を実施している。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　島内各地区において、交通安全運動の実
施に伴い、年2回「交通安全の夕べ」を開催し、
DVDの視聴の他、管内の事故実態を示し安
全講話を行い、さらに高齢者に分かりやす
いように、島部の交通事情に合わせた紙芝
居を作成し、事故防止を呼びかけている。

　エ　企業に対する交通安全教育
　企業や役場等からの依頼を受け、DVD視
聴と安全講話により、交通安全教育を実施
している。特に東京都八丈支庁等の官公庁
職員については、2017年中は、全職員に対
して安全教育を実施している。

（3）各種イベント等
　春・秋の交通安全運動期間には、八丈島交通安全
協会と連携をして、街頭キャンペーンを実施し、交

通事故防止を呼びかけている。
　本年の青ヶ島交通安全協会20周年記念式典では、
警視庁音楽隊の派遣を受け、式典に花を添えること
となり、島民の交通安全に対する意識が高まった。

（4）その他の施策
　新入生に対しては、離島である青ヶ島においても、
八丈島警察署交通係職員を派遣し、同様の安全教室
を実施している。
　3-5　小笠原警察署（小笠原村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、年間平均約2件と
島嶼部警察署の中で最少で、死亡事故は1995年に
発生して以来、23年間ゼロが続いている。昨年発
生した唯一の交通人身事故は、観光客が飲酒運転で
惹起させた重傷事故である。
　交通人身事故の件数が少ないため、統計的な特徴
はないが、当事者別では二輪車が全事故の半数と最
多で、次いで歩行者、自転車の順で、四輪車の事故
は過去10年間で2件である。
　交通事故全体の発生件数でも、年間平均27件で、
交通人身事故同様に島嶼部警察署の中で最少であ
る。

（2）交通安全活動
　ア　幼児に対する交通安全教育

　毎年4月に「ちびっ子クラブ（4～5歳児）」
および「保育園」の全児童を対象として、
幼児向けビデオを活用して交通マナーにつ
いて教育した上、道路の歩き方や横断歩道
の渡り方について実地訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は、父島に1校、母島に1校が置か
れている。
　毎年4月に全校児童を対象として、道路の
歩き方や自転車の乗り方を指導した上、交
差点や一般道を利用して自転車の走行訓練
を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月に全校生徒を対象として、実際の
事故映像を活用して、自転車の安全利用に
関する講義を実施している。

　エ　高校生に対する交通安全教育
　毎年3月に全校生徒を対象として、自転車
とバイクの安全利用および点検方法、交通
事故を起こした場合の法的責任について講
義を行っている。

　オ　高齢者に対する交通安全教育
　島内の老人クラブおよび金融機関の高齢
顧客に対して、ビデオおよびレジュメを使
用した講義を実施すると共に、運転免許証
の自主返納制度について説明した上、反射
材を配布している。

　カ　企業に対する交通安全教育
　法定の安全運転管理者講習だけでなく、
福祉法人や他官庁に対する交通安全教室を
実施し、交通安全意識の向上を図っている。

（3）各種イベント等
　年2回の全国交通安全運動に合わせ、小笠原村唯
一の交通手段（船舶）である「おがさわら丸」の入
港時に、港で交通マナー遵守を訴えるチラシや反射
材等のグッズ配布のキャンペーンを行う他、村内の
中心地においてもチラシ、グッズ等の配布、飲酒体
験ゴーグルや二輪車用エアバッグジャケットの体験
コーナーを設け、交通安全を呼びかけるキャンペー
ンを行っている。

（4）その他の施策
　ア　小笠原中学校では、自転車通学の生徒が多

数であることから、中学校の教諭と連携し、
合同で自転車通学者に対する指導を定期的
に行っている。具体的には、通学路におけ
る一時不停止の者に対し、自転車マナーカー
ドを作成の上、交付するなどしている。

　イ　薄暮時間帯における無灯火自転車を停止さ
せ、ライトを点灯するよう、適時、ミニ検
問を実施している。

　ウ　入港日における中心地の路上駐車対策とし
て、赤色灯点灯走行の上、駐車車両に対して、
マイク広報、指導警告を実施している。

　本文では、主として島嶼部における警察の交通安
全教育および広報啓発活動を中心とした取り組みを
紹介した。島嶼部においては、交通量が少ないこと
もあり、比較的交通事故の発生は少なく、また、人
口が少ないため、きめ細やかな交通安全教育が可能
となっているというメリットもある。
　もっとも、交通安全は警察の力のみでなし得るも
のではないことは論をまたない。交通安全教育や広
報啓発、交通指導取り締まりに加え、道路管理者と
連携した交通環境の改善、交通安全協会をはじめと
する交通ボランティアの方々の活動が相まって、紹
介したような交通事故の発生状況に留まっていると
いうこともできる。
　しかしながら、各島の交通事故の特徴を見ると、
観光客がレンタカーで交通事故を惹起しているケー
スが多く、中には観光中の気の緩みから飲酒運転に
及んでいることもあり、観光客に対する情報発信や、
これに関係する事業者との連携など、観光地特有の
交通対策を講じていく必要もあると考えている。
　東京では、2年後にオリンピック･パラリンピッ
クが開催され、来日外国人をはじめとする観光客に
対する交通対策が課題となっているが、その糸口と
して、都心と島嶼部の交通安全対策を総合的に検討
していくことが、警視庁交通部に課された使命であ
ると考えている。



　東京都は、日本の首都として人口約1,300万人を
擁する世界有数の都市で、都内総生産が他国の国内
総生産に匹敵するほどの経済都市である。その一部
を成す東京の島嶼部は、都心から南に約100キロ
メートルから2,000キロメートルの太平洋上に点在
する島々から成る（Fig.1）。都心部のイメージとは
かけ離れた豊富な海洋資源に恵まれた世界有数の漁
場であり、噴火や台風などによる自然災害に見舞わ
れることも多いのに加え、小笠原諸島は固有の生物

が多く、東洋のガラパゴスと称され、世界遺産に登
録されるなど、自然豊かな島々で構成されている。
　警視庁では、都心部においては1つの区を複数の
警察署で管轄することにより、事件事故などのさま
ざまな事象や、運転免許等の各種届出などの大量行
政に対応しているが、島嶼部はこれとは逆に、9つ
の町・村を大島、新島、三宅島、八丈島、小笠原の
5つの警察署で管轄している。
　島嶼部全体の人口は26,327人で、うち高齢者（65
歳以上）が8,996人（全体の約34.2パーセント）を
占めている。運転免許取得者は、18,540人（約70.4
パーセント）、車両台数は、23,138台、道路延長は、
1,481,859ｍとなっている（Table 1）。信号機の設置
箇所数は、島嶼部警察署合計で29カ所と限定的で、
設置されていない島では、信号機のイラストパネル
等を使用して横断訓練を実施している（Table 2）。

　本稿では、島嶼部を管轄する5つの警察署別に、
交通事故状況と交通安全活動を紹介したい。
　なお、意見に当たる部分は私見であることをあら
かじめお断りする。

　2017年中の東京都内における交通人身事故発生
件 数 は32,763件、死 者 数 は164人、負 傷 者 数 は
37,994人と、死者数は戦後の統計史上3番目に少な
い人数で、ピーク時（1960年1,179人）の約7分の1
まで減少している。とはいえ、死亡事故の内容を見
ると、歩行中の事故死者が76人と全事故死者の約
半数を占めており、二輪車乗車中の事故死者の割合
が全国と比べて高いなど、都市部特有の課題を克服

できない状況が続いている。
　一方、島嶼部では、2017年中の交通人身事故発
生件数は13件と少なく、交通事故の多くは物損の
みの交通物件事故となっている（Table 3）。

　3-1　大島警察署（大島町・利島村）
（1） 交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で八丈島警察署に次いで2番目に多い。交通人身事
故の特徴（過去10年の交通人身事故を合計した分
析結果をいう。以下同じ。）は、月別では7月と8月
で全体の26パーセントを占めて最多となっている。

当事者別では全事故の71パーセントが四輪車乗車
中で、時間帯別では午前10時から午後2時の間が
38パーセントで最多、事故類型別では追突、違反
別では前方不注意が最多となっている。
　交通事故全体（交通物件事故を含んだ警察署員の
手集計による分析結果をいう。以下同じ。） の昨年
の発生件数では、島嶼部警察署の中で最多であるこ
とに加え、近年増加傾向が見られる。交通事故全体
のおよそ半数以上が、車両等の単独事故である。一
方、車両相互の事故の多くは、出会い頭やすれ違い
時に発生している。
　また、事故当事車両の種類別では、全体の約2割
がレンタカーである。
　島民を当事者とする事故の発生場所については、
自宅周辺などの生活圏内が多く、慣れからくる漫然
運転、安全不確認が事故の原因と考えられる。大島、
利島ともに、都道、主要道路であっても大型車両が
すれ違えないほど狭い場所が多くある。防風林が島
全体に生い茂っており、道路脇からはみ出す防風林
を避けるために中央車線寄りに走行せざるを得ない

状況をつくり出し、裏路地では交差点の左右やカー
ブでの視認の妨げになっている。そこに安全確認不
足が重なり、出会い頭衝突、すれ違い時の接触等の
事故が発生するものと考えられる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、大島町に3校、利島村に1校が
置かれている。
　大島町では毎年4月に新入学生に対して、
横断歩道の渡り方や道路の歩き方の訓練を、
交差点や一般道を利用して実施している。
具体的には歩道の歩き方、横断歩道の渡り方、
小学校周辺での危険箇所について、信号機
のある交差点まで実際に歩きながら学んで
いく。信号機のある交差点では、しっかり
と信号機を確認すること、車が来ないか確
認すること、大きく手を上げて渡ることを
指導している。なお、周辺に信号機のない
小学校では、信号機のイラストパネルを使い、
信号機を再現して学習させている（Fig.2）。

　また、グラウンドにコースを作り、自転
車の交通ルールを学びながら、運転技術の
向上を目指す実技教室を行っている。
　利島村では、信号機が島内にないため、
校外実習はないものの、小学校グラウンド
を使用して自転車実技教室を行っている。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　大島町、利島村では、自転車に乗る生徒
は少ないものの自転車の交通安全指導に積
極的である。各中学校とも自転車通学の生
徒がいるので、安全指導は学校独自でも行い、
年に1回は大島署警察に交通安全教室の実施
依頼が来ている。大島署では、DVDを見せ
ながら、交通安全指導を行っている。
　利島村の中学校は小中一貫校であり、全
校生徒で自転車実技教室を行っている。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　大島署では、大島・利島各地域において、
運転者講習会を実施している。DVD視聴、
安全運転講話などを行い、運転技術向上よ
りも、自分の運転を見つめ直すことに重点
を置いた講習会を行っている。

（3）各種イベント等
　大島交通安全協会の協力を得て、交通安全運動中
のキャンペーンとして、ゲートボール大会等を行い、
町民の交通安全の意識向上を図っている。

（4）その他の施策
　大島町では、小学生に交通安全標語を作成しても
らい、優秀賞は都道の主要箇所に設置された交通安
全塔に掲げている。
　利島村では、小中学生が作成した交通安全標語を
島内に掲示し、利島村村内の交通安全を呼びかけて
いる。
　3-2　新島警察署（新島村・神津島村）

（1）　交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴については、月別の発生件数
は各月でほぼ同数であるが、四半期別で見ると10
月から12月の第4四半期が最も多くなっている。当
事者別では二輪車が全事故の37パーセントと最多
で、次いで歩行者の32パーセントとなっている。
時間帯別では午後2時から4時が最多、事故類型別
では歩行者の横断中等が39パーセント、違反別で
は交差点安全進行と前方不注意とで48パーセント
で最多となっている。
　交通事故全体の昨年の発生件数では、島嶼部警察

署の中で最少であり、約半数が単独事故である。観
光客による事故が66.7パーセントを占めている。

（2）　交通安全活動
　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、新島村に1校、式根島に1校、
神津島村に1校が置かれている。
　毎年4月に新1・2年生に対して、横断歩道
における歩行訓練を実施しており、小学3年
生以上には自転車交通安全教室を実施して
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　中学生に対しては、時期は年によって異
なるが、自転車交通安全教室を実施している。

　ウ　高校生に対する交通安全教育
　高校生に対しては、毎年夏休み前に自転
車交通安全教室を実施しており、免許取得
者に対しては交通講話を実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　高齢者に対しては、シニアカーの実技講
習やシルバー人材センターにおける交通講
話および実践運転訓練を実施している。

　オ　企業に対する交通安全教育
　企業に対する交通安全教育は、新島・式
根島・神津島に所在する郵便局および東京
電力等の事務所に赴いて交通講話を実施す
る他、それ以外の官公庁組織に対しても交
通講話を実施している。

（3）各種イベント等
　春と秋に交通安全キャンペーンや自転車交通安全
教室、交通安全実技教習（四輪）会、シニアカー講
習等を実施している。

（4）その他の施策
　ア　高校とコラボした施策

　2017年秋の全国交通安全運動において、
新島高校のボランティア部と合同で交通
キャンペーンを実施し、島民から好評を得た。

　イ　中学校とコラボした施策
　2018年春の全国交通安全運動において、
式根島中学校の中学生に一日警察署長を委
嘱し、警察官と合同で交通キャンペーンを
実施して、島民から好評を得た。

　3-3　三宅島警察署（三宅村・御蔵島村）
（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴は、月別で各月の発生件数は
ほぼ同数であるが、半期別で見ると下半期の発生件
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数が上半期の倍の発生件数となっている。当事者別
では四輪車が全事故の61パーセントと最多で、次
いで歩行者の27パーセントとなっている。時間帯
別では午後2時から4時が最多、事故類型別では歩
行者の横断中等が32パーセント、違反別では安全
不確認、前方不注意、ハンドルブレーキ操作不適で
77パーセントを占めている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均約30件
で、毎年7月から8月と10月から11月にかけて多く
発生しており、その4カ月で全発生件数の58パーセ
ントを占める。

（2）交通安全活動
　ア　保育園に対する交通安全教室

　毎年4月に保育園園児に対して、紙芝居等
を用いた交差点の正しい渡り方に関する安
全教室を実施し、その後、保育園の前に設
置してある横断歩道で実際に横断歩道横断
訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は三宅村に1校、御蔵島村1校が置
かれている。
　毎年、新入学生に対しては、4月に横断歩
道の渡り方や道路の正しい歩き方を指導し、
2年生以上の生徒に対しては、4月と11月に
自転車の正しい乗り方や、事故を起こさない・
遭わないための教育を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月と11月に交通事故防止教育用
DVDを視聴させ、事故の危険性と悲惨さを
考える機会を与えるとともに、どうすれば
事故に遭わないかという教育を講話形式の
交通安全教室で実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　認知機能検査や高齢者講習を毎月1回実施
しており、これを受けた者に対して、講習
後に教育用DVDを見せ、高齢運転者の事故
の特徴等を教育している。また、認知機能
検査の結果に基づき、本人や家族、保健師
等を交えて運転免許証の自主返納の説明を
行い、運転免許証の自主返納に対する理解
を深めている。
　また、毎年4月と11月には、三宅島に所在
する交通公園を利用して高齢運転者に対す
る交通安全実技教室を実施し、本人の運転
技量と運転の基本を再確認する機会を設け、

高齢運転者の事故防止対策を進めている。
　オ　企業に対する交通安全教育

　2カ月に一度、三宅島島内に所在する企業、
役場等が集まり、今後の道路工事等の協議
を行っており、その協議の場において警察
としての意見を各企業に伝えている。
　また、交通安全実技教室の依頼を受けた
場合は、日程を調整した上で実施をしている。

（3）各種イベント等
　春・秋の全国交通安全運動期間中に各2回、三宅
島交通安全協会と連携して交通街頭キャンペーンを
開催し、三宅島島内での交通事故防止を呼びかけて
いる。
　また、春の交通安全運動にあっては、島外から芸
能人等を招いて「交通安全のつどい」を実施し、交
通事故防止を広く呼びかけている。
　本年は、警視庁音楽隊を招いて、島内中学生・高
校生で編成した吹奏楽部との合同演奏を行うなど、
島民400名が集まり、「交通安全のつどい」を開催
した。

（4）その他の施策
　夜間における速度超過抑止を狙い、2017年に、
島内主要都道「三宅島一周道路」の27カ所に警察
官型注意喚起看板「ナイトポリス」設置した。
　また、三宅島島内は歩道と車道が完全に分離され
ていないため、東京都三宅支庁と協議を行い、道路
の拡張や歩道の新設の計画を立て、交通環境を整え
ることにより、交通事故防止を図っている。
　3-4　八丈島警察署（八丈町・青ヶ島村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で最多である。月別の発生件数では大きな特徴はな
いが、四半期別で見ると、10月から12月の第4四
半期が最も多くなっている。当事者別では四輪車が
全事故の64パーセントと最多で、次いで歩行者の
17パーセントとなっている。時間帯別では午後0時
から2時が最多で、次いで午後2時から4時と日中
に多く発生しており、事故類型別では出会い頭が
20パーセント、違反別では安全不確認、前方不注意、
ハンドルブレーキ操作不適で63パーセントを占め
ている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均87件で、
島嶼部警察署の中では大島警察署に次いで2番目に
多い。2017年中の特徴としては単独事故が多く、
全体の33パーセントを占めている。

　また、高齢者の事故は発生全体の34パーセント
に及んでいる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、八丈町に3校、青ヶ島村に1校
が置かれている。
　毎年4月に、島内3校の小学校の新入学生
に対して、交差点信号機を利用して横断歩
道の渡り方や道路の歩き方の訓練を実施し
ている。特に歩行者の信号が点滅したとき
の横断方法について、警察官が手本を示し
ながら実際に新入生に実施させている。
　雨天の場合は、体育館において仮設横断
歩道を作成し、歩行者ボードを利用して同
様の体験をさせている。
　小学校の3・4年生に対しては、自転車教
室を実施している。具体的には、自転車の
点検、正しい乗り方、安全確認方法につい
て説明してから実技に移る方法を採用して
おり、公道等は利用せず、体育館にコース
を設け、警察官が悪い例・良い例の実例を
示した上で、小学生に一人ずつ実践させて
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　自転車の乗り方について、「なぜ、自転車
事故は起こったか」というタイトルの教育
用DVDを視聴させた上で、体育館にコース
を設定し、各学年代表者数名に自転車に乗っ
てもらい、教育を実施している。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　島内各地区において、交通安全運動の実
施に伴い、年2回「交通安全の夕べ」を開催し、
DVDの視聴の他、管内の事故実態を示し安
全講話を行い、さらに高齢者に分かりやす
いように、島部の交通事情に合わせた紙芝
居を作成し、事故防止を呼びかけている。

　エ　企業に対する交通安全教育
　企業や役場等からの依頼を受け、DVD視
聴と安全講話により、交通安全教育を実施
している。特に東京都八丈支庁等の官公庁
職員については、2017年中は、全職員に対
して安全教育を実施している。

（3）各種イベント等
　春・秋の交通安全運動期間には、八丈島交通安全
協会と連携をして、街頭キャンペーンを実施し、交

通事故防止を呼びかけている。
　本年の青ヶ島交通安全協会20周年記念式典では、
警視庁音楽隊の派遣を受け、式典に花を添えること
となり、島民の交通安全に対する意識が高まった。

（4）その他の施策
　新入生に対しては、離島である青ヶ島においても、
八丈島警察署交通係職員を派遣し、同様の安全教室
を実施している。
　3-5　小笠原警察署（小笠原村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、年間平均約2件と
島嶼部警察署の中で最少で、死亡事故は1995年に
発生して以来、23年間ゼロが続いている。昨年発
生した唯一の交通人身事故は、観光客が飲酒運転で
惹起させた重傷事故である。
　交通人身事故の件数が少ないため、統計的な特徴
はないが、当事者別では二輪車が全事故の半数と最
多で、次いで歩行者、自転車の順で、四輪車の事故
は過去10年間で2件である。
　交通事故全体の発生件数でも、年間平均27件で、
交通人身事故同様に島嶼部警察署の中で最少であ
る。

（2）交通安全活動
　ア　幼児に対する交通安全教育

　毎年4月に「ちびっ子クラブ（4～5歳児）」
および「保育園」の全児童を対象として、
幼児向けビデオを活用して交通マナーにつ
いて教育した上、道路の歩き方や横断歩道
の渡り方について実地訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は、父島に1校、母島に1校が置か
れている。
　毎年4月に全校児童を対象として、道路の
歩き方や自転車の乗り方を指導した上、交
差点や一般道を利用して自転車の走行訓練
を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月に全校生徒を対象として、実際の
事故映像を活用して、自転車の安全利用に
関する講義を実施している。

　エ　高校生に対する交通安全教育
　毎年3月に全校生徒を対象として、自転車
とバイクの安全利用および点検方法、交通
事故を起こした場合の法的責任について講
義を行っている。

　オ　高齢者に対する交通安全教育
　島内の老人クラブおよび金融機関の高齢
顧客に対して、ビデオおよびレジュメを使
用した講義を実施すると共に、運転免許証
の自主返納制度について説明した上、反射
材を配布している。

　カ　企業に対する交通安全教育
　法定の安全運転管理者講習だけでなく、
福祉法人や他官庁に対する交通安全教室を
実施し、交通安全意識の向上を図っている。

（3）各種イベント等
　年2回の全国交通安全運動に合わせ、小笠原村唯
一の交通手段（船舶）である「おがさわら丸」の入
港時に、港で交通マナー遵守を訴えるチラシや反射
材等のグッズ配布のキャンペーンを行う他、村内の
中心地においてもチラシ、グッズ等の配布、飲酒体
験ゴーグルや二輪車用エアバッグジャケットの体験
コーナーを設け、交通安全を呼びかけるキャンペー
ンを行っている。

（4）その他の施策
　ア　小笠原中学校では、自転車通学の生徒が多

数であることから、中学校の教諭と連携し、
合同で自転車通学者に対する指導を定期的
に行っている。具体的には、通学路におけ
る一時不停止の者に対し、自転車マナーカー
ドを作成の上、交付するなどしている。

　イ　薄暮時間帯における無灯火自転車を停止さ
せ、ライトを点灯するよう、適時、ミニ検
問を実施している。

　ウ　入港日における中心地の路上駐車対策とし
て、赤色灯点灯走行の上、駐車車両に対して、
マイク広報、指導警告を実施している。

　本文では、主として島嶼部における警察の交通安
全教育および広報啓発活動を中心とした取り組みを
紹介した。島嶼部においては、交通量が少ないこと
もあり、比較的交通事故の発生は少なく、また、人
口が少ないため、きめ細やかな交通安全教育が可能
となっているというメリットもある。
　もっとも、交通安全は警察の力のみでなし得るも
のではないことは論をまたない。交通安全教育や広
報啓発、交通指導取り締まりに加え、道路管理者と
連携した交通環境の改善、交通安全協会をはじめと
する交通ボランティアの方々の活動が相まって、紹
介したような交通事故の発生状況に留まっていると
いうこともできる。
　しかしながら、各島の交通事故の特徴を見ると、
観光客がレンタカーで交通事故を惹起しているケー
スが多く、中には観光中の気の緩みから飲酒運転に
及んでいることもあり、観光客に対する情報発信や、
これに関係する事業者との連携など、観光地特有の
交通対策を講じていく必要もあると考えている。
　東京では、2年後にオリンピック･パラリンピッ
クが開催され、来日外国人をはじめとする観光客に
対する交通対策が課題となっているが、その糸口と
して、都心と島嶼部の交通安全対策を総合的に検討
していくことが、警視庁交通部に課された使命であ
ると考えている。



　東京都は、日本の首都として人口約1,300万人を
擁する世界有数の都市で、都内総生産が他国の国内
総生産に匹敵するほどの経済都市である。その一部
を成す東京の島嶼部は、都心から南に約100キロ
メートルから2,000キロメートルの太平洋上に点在
する島々から成る（Fig.1）。都心部のイメージとは
かけ離れた豊富な海洋資源に恵まれた世界有数の漁
場であり、噴火や台風などによる自然災害に見舞わ
れることも多いのに加え、小笠原諸島は固有の生物

が多く、東洋のガラパゴスと称され、世界遺産に登
録されるなど、自然豊かな島々で構成されている。
　警視庁では、都心部においては1つの区を複数の
警察署で管轄することにより、事件事故などのさま
ざまな事象や、運転免許等の各種届出などの大量行
政に対応しているが、島嶼部はこれとは逆に、9つ
の町・村を大島、新島、三宅島、八丈島、小笠原の
5つの警察署で管轄している。
　島嶼部全体の人口は26,327人で、うち高齢者（65
歳以上）が8,996人（全体の約34.2パーセント）を
占めている。運転免許取得者は、18,540人（約70.4
パーセント）、車両台数は、23,138台、道路延長は、
1,481,859ｍとなっている（Table 1）。信号機の設置
箇所数は、島嶼部警察署合計で29カ所と限定的で、
設置されていない島では、信号機のイラストパネル
等を使用して横断訓練を実施している（Table 2）。

　本稿では、島嶼部を管轄する5つの警察署別に、
交通事故状況と交通安全活動を紹介したい。
　なお、意見に当たる部分は私見であることをあら
かじめお断りする。

　2017年中の東京都内における交通人身事故発生
件 数 は32,763件、死 者 数 は164人、負 傷 者 数 は
37,994人と、死者数は戦後の統計史上3番目に少な
い人数で、ピーク時（1960年1,179人）の約7分の1
まで減少している。とはいえ、死亡事故の内容を見
ると、歩行中の事故死者が76人と全事故死者の約
半数を占めており、二輪車乗車中の事故死者の割合
が全国と比べて高いなど、都市部特有の課題を克服

できない状況が続いている。
　一方、島嶼部では、2017年中の交通人身事故発
生件数は13件と少なく、交通事故の多くは物損の
みの交通物件事故となっている（Table 3）。

　3-1　大島警察署（大島町・利島村）
（1） 交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で八丈島警察署に次いで2番目に多い。交通人身事
故の特徴（過去10年の交通人身事故を合計した分
析結果をいう。以下同じ。）は、月別では7月と8月
で全体の26パーセントを占めて最多となっている。

当事者別では全事故の71パーセントが四輪車乗車
中で、時間帯別では午前10時から午後2時の間が
38パーセントで最多、事故類型別では追突、違反
別では前方不注意が最多となっている。
　交通事故全体（交通物件事故を含んだ警察署員の
手集計による分析結果をいう。以下同じ。） の昨年
の発生件数では、島嶼部警察署の中で最多であるこ
とに加え、近年増加傾向が見られる。交通事故全体
のおよそ半数以上が、車両等の単独事故である。一
方、車両相互の事故の多くは、出会い頭やすれ違い
時に発生している。
　また、事故当事車両の種類別では、全体の約2割
がレンタカーである。
　島民を当事者とする事故の発生場所については、
自宅周辺などの生活圏内が多く、慣れからくる漫然
運転、安全不確認が事故の原因と考えられる。大島、
利島ともに、都道、主要道路であっても大型車両が
すれ違えないほど狭い場所が多くある。防風林が島
全体に生い茂っており、道路脇からはみ出す防風林
を避けるために中央車線寄りに走行せざるを得ない

状況をつくり出し、裏路地では交差点の左右やカー
ブでの視認の妨げになっている。そこに安全確認不
足が重なり、出会い頭衝突、すれ違い時の接触等の
事故が発生するものと考えられる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、大島町に3校、利島村に1校が
置かれている。
　大島町では毎年4月に新入学生に対して、
横断歩道の渡り方や道路の歩き方の訓練を、
交差点や一般道を利用して実施している。
具体的には歩道の歩き方、横断歩道の渡り方、
小学校周辺での危険箇所について、信号機
のある交差点まで実際に歩きながら学んで
いく。信号機のある交差点では、しっかり
と信号機を確認すること、車が来ないか確
認すること、大きく手を上げて渡ることを
指導している。なお、周辺に信号機のない
小学校では、信号機のイラストパネルを使い、
信号機を再現して学習させている（Fig.2）。

　また、グラウンドにコースを作り、自転
車の交通ルールを学びながら、運転技術の
向上を目指す実技教室を行っている。
　利島村では、信号機が島内にないため、
校外実習はないものの、小学校グラウンド
を使用して自転車実技教室を行っている。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　大島町、利島村では、自転車に乗る生徒
は少ないものの自転車の交通安全指導に積
極的である。各中学校とも自転車通学の生
徒がいるので、安全指導は学校独自でも行い、
年に1回は大島署警察に交通安全教室の実施
依頼が来ている。大島署では、DVDを見せ
ながら、交通安全指導を行っている。
　利島村の中学校は小中一貫校であり、全
校生徒で自転車実技教室を行っている。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　大島署では、大島・利島各地域において、
運転者講習会を実施している。DVD視聴、
安全運転講話などを行い、運転技術向上よ
りも、自分の運転を見つめ直すことに重点
を置いた講習会を行っている。

（3）各種イベント等
　大島交通安全協会の協力を得て、交通安全運動中
のキャンペーンとして、ゲートボール大会等を行い、
町民の交通安全の意識向上を図っている。

（4）その他の施策
　大島町では、小学生に交通安全標語を作成しても
らい、優秀賞は都道の主要箇所に設置された交通安
全塔に掲げている。
　利島村では、小中学生が作成した交通安全標語を
島内に掲示し、利島村村内の交通安全を呼びかけて
いる。
　3-2　新島警察署（新島村・神津島村）

（1）　交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴については、月別の発生件数
は各月でほぼ同数であるが、四半期別で見ると10
月から12月の第4四半期が最も多くなっている。当
事者別では二輪車が全事故の37パーセントと最多
で、次いで歩行者の32パーセントとなっている。
時間帯別では午後2時から4時が最多、事故類型別
では歩行者の横断中等が39パーセント、違反別で
は交差点安全進行と前方不注意とで48パーセント
で最多となっている。
　交通事故全体の昨年の発生件数では、島嶼部警察

署の中で最少であり、約半数が単独事故である。観
光客による事故が66.7パーセントを占めている。

（2）　交通安全活動
　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、新島村に1校、式根島に1校、
神津島村に1校が置かれている。
　毎年4月に新1・2年生に対して、横断歩道
における歩行訓練を実施しており、小学3年
生以上には自転車交通安全教室を実施して
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　中学生に対しては、時期は年によって異
なるが、自転車交通安全教室を実施している。

　ウ　高校生に対する交通安全教育
　高校生に対しては、毎年夏休み前に自転
車交通安全教室を実施しており、免許取得
者に対しては交通講話を実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　高齢者に対しては、シニアカーの実技講
習やシルバー人材センターにおける交通講
話および実践運転訓練を実施している。

　オ　企業に対する交通安全教育
　企業に対する交通安全教育は、新島・式
根島・神津島に所在する郵便局および東京
電力等の事務所に赴いて交通講話を実施す
る他、それ以外の官公庁組織に対しても交
通講話を実施している。

（3）各種イベント等
　春と秋に交通安全キャンペーンや自転車交通安全
教室、交通安全実技教習（四輪）会、シニアカー講
習等を実施している。

（4）その他の施策
　ア　高校とコラボした施策

　2017年秋の全国交通安全運動において、
新島高校のボランティア部と合同で交通
キャンペーンを実施し、島民から好評を得た。

　イ　中学校とコラボした施策
　2018年春の全国交通安全運動において、
式根島中学校の中学生に一日警察署長を委
嘱し、警察官と合同で交通キャンペーンを
実施して、島民から好評を得た。

　3-3　三宅島警察署（三宅村・御蔵島村）
（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴は、月別で各月の発生件数は
ほぼ同数であるが、半期別で見ると下半期の発生件

数が上半期の倍の発生件数となっている。当事者別
では四輪車が全事故の61パーセントと最多で、次
いで歩行者の27パーセントとなっている。時間帯
別では午後2時から4時が最多、事故類型別では歩
行者の横断中等が32パーセント、違反別では安全
不確認、前方不注意、ハンドルブレーキ操作不適で
77パーセントを占めている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均約30件
で、毎年7月から8月と10月から11月にかけて多く
発生しており、その4カ月で全発生件数の58パーセ
ントを占める。

（2）交通安全活動
　ア　保育園に対する交通安全教室

　毎年4月に保育園園児に対して、紙芝居等
を用いた交差点の正しい渡り方に関する安
全教室を実施し、その後、保育園の前に設
置してある横断歩道で実際に横断歩道横断
訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は三宅村に1校、御蔵島村1校が置
かれている。
　毎年、新入学生に対しては、4月に横断歩
道の渡り方や道路の正しい歩き方を指導し、
2年生以上の生徒に対しては、4月と11月に
自転車の正しい乗り方や、事故を起こさない・
遭わないための教育を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月と11月に交通事故防止教育用
DVDを視聴させ、事故の危険性と悲惨さを
考える機会を与えるとともに、どうすれば
事故に遭わないかという教育を講話形式の
交通安全教室で実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　認知機能検査や高齢者講習を毎月1回実施
しており、これを受けた者に対して、講習
後に教育用DVDを見せ、高齢運転者の事故
の特徴等を教育している。また、認知機能
検査の結果に基づき、本人や家族、保健師
等を交えて運転免許証の自主返納の説明を
行い、運転免許証の自主返納に対する理解
を深めている。
　また、毎年4月と11月には、三宅島に所在
する交通公園を利用して高齢運転者に対す
る交通安全実技教室を実施し、本人の運転
技量と運転の基本を再確認する機会を設け、

高齢運転者の事故防止対策を進めている。
　オ　企業に対する交通安全教育

　2カ月に一度、三宅島島内に所在する企業、
役場等が集まり、今後の道路工事等の協議
を行っており、その協議の場において警察
としての意見を各企業に伝えている。
　また、交通安全実技教室の依頼を受けた
場合は、日程を調整した上で実施をしている。

（3）各種イベント等
　春・秋の全国交通安全運動期間中に各2回、三宅
島交通安全協会と連携して交通街頭キャンペーンを
開催し、三宅島島内での交通事故防止を呼びかけて
いる。
　また、春の交通安全運動にあっては、島外から芸
能人等を招いて「交通安全のつどい」を実施し、交
通事故防止を広く呼びかけている。
　本年は、警視庁音楽隊を招いて、島内中学生・高
校生で編成した吹奏楽部との合同演奏を行うなど、
島民400名が集まり、「交通安全のつどい」を開催
した。

（4）その他の施策
　夜間における速度超過抑止を狙い、2017年に、
島内主要都道「三宅島一周道路」の27カ所に警察
官型注意喚起看板「ナイトポリス」設置した。
　また、三宅島島内は歩道と車道が完全に分離され
ていないため、東京都三宅支庁と協議を行い、道路
の拡張や歩道の新設の計画を立て、交通環境を整え
ることにより、交通事故防止を図っている。
　3-4　八丈島警察署（八丈町・青ヶ島村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で最多である。月別の発生件数では大きな特徴はな
いが、四半期別で見ると、10月から12月の第4四
半期が最も多くなっている。当事者別では四輪車が
全事故の64パーセントと最多で、次いで歩行者の
17パーセントとなっている。時間帯別では午後0時
から2時が最多で、次いで午後2時から4時と日中
に多く発生しており、事故類型別では出会い頭が
20パーセント、違反別では安全不確認、前方不注意、
ハンドルブレーキ操作不適で63パーセントを占め
ている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均87件で、
島嶼部警察署の中では大島警察署に次いで2番目に
多い。2017年中の特徴としては単独事故が多く、
全体の33パーセントを占めている。
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　また、高齢者の事故は発生全体の34パーセント
に及んでいる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、八丈町に3校、青ヶ島村に1校
が置かれている。
　毎年4月に、島内3校の小学校の新入学生
に対して、交差点信号機を利用して横断歩
道の渡り方や道路の歩き方の訓練を実施し
ている。特に歩行者の信号が点滅したとき
の横断方法について、警察官が手本を示し
ながら実際に新入生に実施させている。
　雨天の場合は、体育館において仮設横断
歩道を作成し、歩行者ボードを利用して同
様の体験をさせている。
　小学校の3・4年生に対しては、自転車教
室を実施している。具体的には、自転車の
点検、正しい乗り方、安全確認方法につい
て説明してから実技に移る方法を採用して
おり、公道等は利用せず、体育館にコース
を設け、警察官が悪い例・良い例の実例を
示した上で、小学生に一人ずつ実践させて
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　自転車の乗り方について、「なぜ、自転車
事故は起こったか」というタイトルの教育
用DVDを視聴させた上で、体育館にコース
を設定し、各学年代表者数名に自転車に乗っ
てもらい、教育を実施している。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　島内各地区において、交通安全運動の実
施に伴い、年2回「交通安全の夕べ」を開催し、
DVDの視聴の他、管内の事故実態を示し安
全講話を行い、さらに高齢者に分かりやす
いように、島部の交通事情に合わせた紙芝
居を作成し、事故防止を呼びかけている。

　エ　企業に対する交通安全教育
　企業や役場等からの依頼を受け、DVD視
聴と安全講話により、交通安全教育を実施
している。特に東京都八丈支庁等の官公庁
職員については、2017年中は、全職員に対
して安全教育を実施している。

（3）各種イベント等
　春・秋の交通安全運動期間には、八丈島交通安全
協会と連携をして、街頭キャンペーンを実施し、交

通事故防止を呼びかけている。
　本年の青ヶ島交通安全協会20周年記念式典では、
警視庁音楽隊の派遣を受け、式典に花を添えること
となり、島民の交通安全に対する意識が高まった。

（4）その他の施策
　新入生に対しては、離島である青ヶ島においても、
八丈島警察署交通係職員を派遣し、同様の安全教室
を実施している。
　3-5　小笠原警察署（小笠原村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、年間平均約2件と
島嶼部警察署の中で最少で、死亡事故は1995年に
発生して以来、23年間ゼロが続いている。昨年発
生した唯一の交通人身事故は、観光客が飲酒運転で
惹起させた重傷事故である。
　交通人身事故の件数が少ないため、統計的な特徴
はないが、当事者別では二輪車が全事故の半数と最
多で、次いで歩行者、自転車の順で、四輪車の事故
は過去10年間で2件である。
　交通事故全体の発生件数でも、年間平均27件で、
交通人身事故同様に島嶼部警察署の中で最少であ
る。

（2）交通安全活動
　ア　幼児に対する交通安全教育

　毎年4月に「ちびっ子クラブ（4～5歳児）」
および「保育園」の全児童を対象として、
幼児向けビデオを活用して交通マナーにつ
いて教育した上、道路の歩き方や横断歩道
の渡り方について実地訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は、父島に1校、母島に1校が置か
れている。
　毎年4月に全校児童を対象として、道路の
歩き方や自転車の乗り方を指導した上、交
差点や一般道を利用して自転車の走行訓練
を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月に全校生徒を対象として、実際の
事故映像を活用して、自転車の安全利用に
関する講義を実施している。

　エ　高校生に対する交通安全教育
　毎年3月に全校生徒を対象として、自転車
とバイクの安全利用および点検方法、交通
事故を起こした場合の法的責任について講
義を行っている。

　オ　高齢者に対する交通安全教育
　島内の老人クラブおよび金融機関の高齢
顧客に対して、ビデオおよびレジュメを使
用した講義を実施すると共に、運転免許証
の自主返納制度について説明した上、反射
材を配布している。

　カ　企業に対する交通安全教育
　法定の安全運転管理者講習だけでなく、
福祉法人や他官庁に対する交通安全教室を
実施し、交通安全意識の向上を図っている。

（3）各種イベント等
　年2回の全国交通安全運動に合わせ、小笠原村唯
一の交通手段（船舶）である「おがさわら丸」の入
港時に、港で交通マナー遵守を訴えるチラシや反射
材等のグッズ配布のキャンペーンを行う他、村内の
中心地においてもチラシ、グッズ等の配布、飲酒体
験ゴーグルや二輪車用エアバッグジャケットの体験
コーナーを設け、交通安全を呼びかけるキャンペー
ンを行っている。

（4）その他の施策
　ア　小笠原中学校では、自転車通学の生徒が多

数であることから、中学校の教諭と連携し、
合同で自転車通学者に対する指導を定期的
に行っている。具体的には、通学路におけ
る一時不停止の者に対し、自転車マナーカー
ドを作成の上、交付するなどしている。

　イ　薄暮時間帯における無灯火自転車を停止さ
せ、ライトを点灯するよう、適時、ミニ検
問を実施している。

　ウ　入港日における中心地の路上駐車対策とし
て、赤色灯点灯走行の上、駐車車両に対して、
マイク広報、指導警告を実施している。

　本文では、主として島嶼部における警察の交通安
全教育および広報啓発活動を中心とした取り組みを
紹介した。島嶼部においては、交通量が少ないこと
もあり、比較的交通事故の発生は少なく、また、人
口が少ないため、きめ細やかな交通安全教育が可能
となっているというメリットもある。
　もっとも、交通安全は警察の力のみでなし得るも
のではないことは論をまたない。交通安全教育や広
報啓発、交通指導取り締まりに加え、道路管理者と
連携した交通環境の改善、交通安全協会をはじめと
する交通ボランティアの方々の活動が相まって、紹
介したような交通事故の発生状況に留まっていると
いうこともできる。
　しかしながら、各島の交通事故の特徴を見ると、
観光客がレンタカーで交通事故を惹起しているケー
スが多く、中には観光中の気の緩みから飲酒運転に
及んでいることもあり、観光客に対する情報発信や、
これに関係する事業者との連携など、観光地特有の
交通対策を講じていく必要もあると考えている。
　東京では、2年後にオリンピック･パラリンピッ
クが開催され、来日外国人をはじめとする観光客に
対する交通対策が課題となっているが、その糸口と
して、都心と島嶼部の交通安全対策を総合的に検討
していくことが、警視庁交通部に課された使命であ
ると考えている。



　東京都は、日本の首都として人口約1,300万人を
擁する世界有数の都市で、都内総生産が他国の国内
総生産に匹敵するほどの経済都市である。その一部
を成す東京の島嶼部は、都心から南に約100キロ
メートルから2,000キロメートルの太平洋上に点在
する島々から成る（Fig.1）。都心部のイメージとは
かけ離れた豊富な海洋資源に恵まれた世界有数の漁
場であり、噴火や台風などによる自然災害に見舞わ
れることも多いのに加え、小笠原諸島は固有の生物

が多く、東洋のガラパゴスと称され、世界遺産に登
録されるなど、自然豊かな島々で構成されている。
　警視庁では、都心部においては1つの区を複数の
警察署で管轄することにより、事件事故などのさま
ざまな事象や、運転免許等の各種届出などの大量行
政に対応しているが、島嶼部はこれとは逆に、9つ
の町・村を大島、新島、三宅島、八丈島、小笠原の
5つの警察署で管轄している。
　島嶼部全体の人口は26,327人で、うち高齢者（65
歳以上）が8,996人（全体の約34.2パーセント）を
占めている。運転免許取得者は、18,540人（約70.4
パーセント）、車両台数は、23,138台、道路延長は、
1,481,859ｍとなっている（Table 1）。信号機の設置
箇所数は、島嶼部警察署合計で29カ所と限定的で、
設置されていない島では、信号機のイラストパネル
等を使用して横断訓練を実施している（Table 2）。

　本稿では、島嶼部を管轄する5つの警察署別に、
交通事故状況と交通安全活動を紹介したい。
　なお、意見に当たる部分は私見であることをあら
かじめお断りする。

　2017年中の東京都内における交通人身事故発生
件 数 は32,763件、死 者 数 は164人、負 傷 者 数 は
37,994人と、死者数は戦後の統計史上3番目に少な
い人数で、ピーク時（1960年1,179人）の約7分の1
まで減少している。とはいえ、死亡事故の内容を見
ると、歩行中の事故死者が76人と全事故死者の約
半数を占めており、二輪車乗車中の事故死者の割合
が全国と比べて高いなど、都市部特有の課題を克服

できない状況が続いている。
　一方、島嶼部では、2017年中の交通人身事故発
生件数は13件と少なく、交通事故の多くは物損の
みの交通物件事故となっている（Table 3）。

　3-1　大島警察署（大島町・利島村）
（1） 交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で八丈島警察署に次いで2番目に多い。交通人身事
故の特徴（過去10年の交通人身事故を合計した分
析結果をいう。以下同じ。）は、月別では7月と8月
で全体の26パーセントを占めて最多となっている。

当事者別では全事故の71パーセントが四輪車乗車
中で、時間帯別では午前10時から午後2時の間が
38パーセントで最多、事故類型別では追突、違反
別では前方不注意が最多となっている。
　交通事故全体（交通物件事故を含んだ警察署員の
手集計による分析結果をいう。以下同じ。） の昨年
の発生件数では、島嶼部警察署の中で最多であるこ
とに加え、近年増加傾向が見られる。交通事故全体
のおよそ半数以上が、車両等の単独事故である。一
方、車両相互の事故の多くは、出会い頭やすれ違い
時に発生している。
　また、事故当事車両の種類別では、全体の約2割
がレンタカーである。
　島民を当事者とする事故の発生場所については、
自宅周辺などの生活圏内が多く、慣れからくる漫然
運転、安全不確認が事故の原因と考えられる。大島、
利島ともに、都道、主要道路であっても大型車両が
すれ違えないほど狭い場所が多くある。防風林が島
全体に生い茂っており、道路脇からはみ出す防風林
を避けるために中央車線寄りに走行せざるを得ない

状況をつくり出し、裏路地では交差点の左右やカー
ブでの視認の妨げになっている。そこに安全確認不
足が重なり、出会い頭衝突、すれ違い時の接触等の
事故が発生するものと考えられる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、大島町に3校、利島村に1校が
置かれている。
　大島町では毎年4月に新入学生に対して、
横断歩道の渡り方や道路の歩き方の訓練を、
交差点や一般道を利用して実施している。
具体的には歩道の歩き方、横断歩道の渡り方、
小学校周辺での危険箇所について、信号機
のある交差点まで実際に歩きながら学んで
いく。信号機のある交差点では、しっかり
と信号機を確認すること、車が来ないか確
認すること、大きく手を上げて渡ることを
指導している。なお、周辺に信号機のない
小学校では、信号機のイラストパネルを使い、
信号機を再現して学習させている（Fig.2）。

　また、グラウンドにコースを作り、自転
車の交通ルールを学びながら、運転技術の
向上を目指す実技教室を行っている。
　利島村では、信号機が島内にないため、
校外実習はないものの、小学校グラウンド
を使用して自転車実技教室を行っている。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　大島町、利島村では、自転車に乗る生徒
は少ないものの自転車の交通安全指導に積
極的である。各中学校とも自転車通学の生
徒がいるので、安全指導は学校独自でも行い、
年に1回は大島署警察に交通安全教室の実施
依頼が来ている。大島署では、DVDを見せ
ながら、交通安全指導を行っている。
　利島村の中学校は小中一貫校であり、全
校生徒で自転車実技教室を行っている。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　大島署では、大島・利島各地域において、
運転者講習会を実施している。DVD視聴、
安全運転講話などを行い、運転技術向上よ
りも、自分の運転を見つめ直すことに重点
を置いた講習会を行っている。

（3）各種イベント等
　大島交通安全協会の協力を得て、交通安全運動中
のキャンペーンとして、ゲートボール大会等を行い、
町民の交通安全の意識向上を図っている。

（4）その他の施策
　大島町では、小学生に交通安全標語を作成しても
らい、優秀賞は都道の主要箇所に設置された交通安
全塔に掲げている。
　利島村では、小中学生が作成した交通安全標語を
島内に掲示し、利島村村内の交通安全を呼びかけて
いる。
　3-2　新島警察署（新島村・神津島村）

（1）　交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴については、月別の発生件数
は各月でほぼ同数であるが、四半期別で見ると10
月から12月の第4四半期が最も多くなっている。当
事者別では二輪車が全事故の37パーセントと最多
で、次いで歩行者の32パーセントとなっている。
時間帯別では午後2時から4時が最多、事故類型別
では歩行者の横断中等が39パーセント、違反別で
は交差点安全進行と前方不注意とで48パーセント
で最多となっている。
　交通事故全体の昨年の発生件数では、島嶼部警察

署の中で最少であり、約半数が単独事故である。観
光客による事故が66.7パーセントを占めている。

（2）　交通安全活動
　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、新島村に1校、式根島に1校、
神津島村に1校が置かれている。
　毎年4月に新1・2年生に対して、横断歩道
における歩行訓練を実施しており、小学3年
生以上には自転車交通安全教室を実施して
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　中学生に対しては、時期は年によって異
なるが、自転車交通安全教室を実施している。

　ウ　高校生に対する交通安全教育
　高校生に対しては、毎年夏休み前に自転
車交通安全教室を実施しており、免許取得
者に対しては交通講話を実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　高齢者に対しては、シニアカーの実技講
習やシルバー人材センターにおける交通講
話および実践運転訓練を実施している。

　オ　企業に対する交通安全教育
　企業に対する交通安全教育は、新島・式
根島・神津島に所在する郵便局および東京
電力等の事務所に赴いて交通講話を実施す
る他、それ以外の官公庁組織に対しても交
通講話を実施している。

（3）各種イベント等
　春と秋に交通安全キャンペーンや自転車交通安全
教室、交通安全実技教習（四輪）会、シニアカー講
習等を実施している。

（4）その他の施策
　ア　高校とコラボした施策

　2017年秋の全国交通安全運動において、
新島高校のボランティア部と合同で交通
キャンペーンを実施し、島民から好評を得た。

　イ　中学校とコラボした施策
　2018年春の全国交通安全運動において、
式根島中学校の中学生に一日警察署長を委
嘱し、警察官と合同で交通キャンペーンを
実施して、島民から好評を得た。

　3-3　三宅島警察署（三宅村・御蔵島村）
（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の特徴は、月別で各月の発生件数は
ほぼ同数であるが、半期別で見ると下半期の発生件

数が上半期の倍の発生件数となっている。当事者別
では四輪車が全事故の61パーセントと最多で、次
いで歩行者の27パーセントとなっている。時間帯
別では午後2時から4時が最多、事故類型別では歩
行者の横断中等が32パーセント、違反別では安全
不確認、前方不注意、ハンドルブレーキ操作不適で
77パーセントを占めている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均約30件
で、毎年7月から8月と10月から11月にかけて多く
発生しており、その4カ月で全発生件数の58パーセ
ントを占める。

（2）交通安全活動
　ア　保育園に対する交通安全教室

　毎年4月に保育園園児に対して、紙芝居等
を用いた交差点の正しい渡り方に関する安
全教室を実施し、その後、保育園の前に設
置してある横断歩道で実際に横断歩道横断
訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は三宅村に1校、御蔵島村1校が置
かれている。
　毎年、新入学生に対しては、4月に横断歩
道の渡り方や道路の正しい歩き方を指導し、
2年生以上の生徒に対しては、4月と11月に
自転車の正しい乗り方や、事故を起こさない・
遭わないための教育を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月と11月に交通事故防止教育用
DVDを視聴させ、事故の危険性と悲惨さを
考える機会を与えるとともに、どうすれば
事故に遭わないかという教育を講話形式の
交通安全教室で実施している。

　エ　高齢者に対する交通安全教育
　認知機能検査や高齢者講習を毎月1回実施
しており、これを受けた者に対して、講習
後に教育用DVDを見せ、高齢運転者の事故
の特徴等を教育している。また、認知機能
検査の結果に基づき、本人や家族、保健師
等を交えて運転免許証の自主返納の説明を
行い、運転免許証の自主返納に対する理解
を深めている。
　また、毎年4月と11月には、三宅島に所在
する交通公園を利用して高齢運転者に対す
る交通安全実技教室を実施し、本人の運転
技量と運転の基本を再確認する機会を設け、

高齢運転者の事故防止対策を進めている。
　オ　企業に対する交通安全教育

　2カ月に一度、三宅島島内に所在する企業、
役場等が集まり、今後の道路工事等の協議
を行っており、その協議の場において警察
としての意見を各企業に伝えている。
　また、交通安全実技教室の依頼を受けた
場合は、日程を調整した上で実施をしている。

（3）各種イベント等
　春・秋の全国交通安全運動期間中に各2回、三宅
島交通安全協会と連携して交通街頭キャンペーンを
開催し、三宅島島内での交通事故防止を呼びかけて
いる。
　また、春の交通安全運動にあっては、島外から芸
能人等を招いて「交通安全のつどい」を実施し、交
通事故防止を広く呼びかけている。
　本年は、警視庁音楽隊を招いて、島内中学生・高
校生で編成した吹奏楽部との合同演奏を行うなど、
島民400名が集まり、「交通安全のつどい」を開催
した。

（4）その他の施策
　夜間における速度超過抑止を狙い、2017年に、
島内主要都道「三宅島一周道路」の27カ所に警察
官型注意喚起看板「ナイトポリス」設置した。
　また、三宅島島内は歩道と車道が完全に分離され
ていないため、東京都三宅支庁と協議を行い、道路
の拡張や歩道の新設の計画を立て、交通環境を整え
ることにより、交通事故防止を図っている。
　3-4　八丈島警察署（八丈町・青ヶ島村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、島嶼部警察署の中
で最多である。月別の発生件数では大きな特徴はな
いが、四半期別で見ると、10月から12月の第4四
半期が最も多くなっている。当事者別では四輪車が
全事故の64パーセントと最多で、次いで歩行者の
17パーセントとなっている。時間帯別では午後0時
から2時が最多で、次いで午後2時から4時と日中
に多く発生しており、事故類型別では出会い頭が
20パーセント、違反別では安全不確認、前方不注意、
ハンドルブレーキ操作不適で63パーセントを占め
ている。
　交通事故全体の発生件数では、年間平均87件で、
島嶼部警察署の中では大島警察署に次いで2番目に
多い。2017年中の特徴としては単独事故が多く、
全体の33パーセントを占めている。

　また、高齢者の事故は発生全体の34パーセント
に及んでいる。

（2）交通安全活動
　　ア　小学生に対する交通安全教育

　小学校は、八丈町に3校、青ヶ島村に1校
が置かれている。
　毎年4月に、島内3校の小学校の新入学生
に対して、交差点信号機を利用して横断歩
道の渡り方や道路の歩き方の訓練を実施し
ている。特に歩行者の信号が点滅したとき
の横断方法について、警察官が手本を示し
ながら実際に新入生に実施させている。
　雨天の場合は、体育館において仮設横断
歩道を作成し、歩行者ボードを利用して同
様の体験をさせている。
　小学校の3・4年生に対しては、自転車教
室を実施している。具体的には、自転車の
点検、正しい乗り方、安全確認方法につい
て説明してから実技に移る方法を採用して
おり、公道等は利用せず、体育館にコース
を設け、警察官が悪い例・良い例の実例を
示した上で、小学生に一人ずつ実践させて
いる。

　イ　中学生に対する交通安全教育
　自転車の乗り方について、「なぜ、自転車
事故は起こったか」というタイトルの教育
用DVDを視聴させた上で、体育館にコース
を設定し、各学年代表者数名に自転車に乗っ
てもらい、教育を実施している。

　ウ　高齢者に対する交通安全教育
　島内各地区において、交通安全運動の実
施に伴い、年2回「交通安全の夕べ」を開催し、
DVDの視聴の他、管内の事故実態を示し安
全講話を行い、さらに高齢者に分かりやす
いように、島部の交通事情に合わせた紙芝
居を作成し、事故防止を呼びかけている。

　エ　企業に対する交通安全教育
　企業や役場等からの依頼を受け、DVD視
聴と安全講話により、交通安全教育を実施
している。特に東京都八丈支庁等の官公庁
職員については、2017年中は、全職員に対
して安全教育を実施している。

（3）各種イベント等
　春・秋の交通安全運動期間には、八丈島交通安全
協会と連携をして、街頭キャンペーンを実施し、交

通事故防止を呼びかけている。
　本年の青ヶ島交通安全協会20周年記念式典では、
警視庁音楽隊の派遣を受け、式典に花を添えること
となり、島民の交通安全に対する意識が高まった。

（4）その他の施策
　新入生に対しては、離島である青ヶ島においても、
八丈島警察署交通係職員を派遣し、同様の安全教室
を実施している。
　3-5　小笠原警察署（小笠原村）

（1）交通事故の特徴
　交通人身事故の発生件数では、年間平均約2件と
島嶼部警察署の中で最少で、死亡事故は1995年に
発生して以来、23年間ゼロが続いている。昨年発
生した唯一の交通人身事故は、観光客が飲酒運転で
惹起させた重傷事故である。
　交通人身事故の件数が少ないため、統計的な特徴
はないが、当事者別では二輪車が全事故の半数と最
多で、次いで歩行者、自転車の順で、四輪車の事故
は過去10年間で2件である。
　交通事故全体の発生件数でも、年間平均27件で、
交通人身事故同様に島嶼部警察署の中で最少であ
る。

（2）交通安全活動
　ア　幼児に対する交通安全教育

　毎年4月に「ちびっ子クラブ（4～5歳児）」
および「保育園」の全児童を対象として、
幼児向けビデオを活用して交通マナーにつ
いて教育した上、道路の歩き方や横断歩道
の渡り方について実地訓練を実施している。

　イ　小学生に対する交通安全教育
　小学校は、父島に1校、母島に1校が置か
れている。
　毎年4月に全校児童を対象として、道路の
歩き方や自転車の乗り方を指導した上、交
差点や一般道を利用して自転車の走行訓練
を実施している。

　ウ　中学生に対する交通安全教育
　毎年4月に全校生徒を対象として、実際の
事故映像を活用して、自転車の安全利用に
関する講義を実施している。

　エ　高校生に対する交通安全教育
　毎年3月に全校生徒を対象として、自転車
とバイクの安全利用および点検方法、交通
事故を起こした場合の法的責任について講
義を行っている。
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　オ　高齢者に対する交通安全教育
　島内の老人クラブおよび金融機関の高齢
顧客に対して、ビデオおよびレジュメを使
用した講義を実施すると共に、運転免許証
の自主返納制度について説明した上、反射
材を配布している。

　カ　企業に対する交通安全教育
　法定の安全運転管理者講習だけでなく、
福祉法人や他官庁に対する交通安全教室を
実施し、交通安全意識の向上を図っている。

（3）各種イベント等
　年2回の全国交通安全運動に合わせ、小笠原村唯
一の交通手段（船舶）である「おがさわら丸」の入
港時に、港で交通マナー遵守を訴えるチラシや反射
材等のグッズ配布のキャンペーンを行う他、村内の
中心地においてもチラシ、グッズ等の配布、飲酒体
験ゴーグルや二輪車用エアバッグジャケットの体験
コーナーを設け、交通安全を呼びかけるキャンペー
ンを行っている。

（4）その他の施策
　ア　小笠原中学校では、自転車通学の生徒が多

数であることから、中学校の教諭と連携し、
合同で自転車通学者に対する指導を定期的
に行っている。具体的には、通学路におけ
る一時不停止の者に対し、自転車マナーカー
ドを作成の上、交付するなどしている。

　イ　薄暮時間帯における無灯火自転車を停止さ
せ、ライトを点灯するよう、適時、ミニ検
問を実施している。

　ウ　入港日における中心地の路上駐車対策とし
て、赤色灯点灯走行の上、駐車車両に対して、
マイク広報、指導警告を実施している。

　本文では、主として島嶼部における警察の交通安
全教育および広報啓発活動を中心とした取り組みを
紹介した。島嶼部においては、交通量が少ないこと
もあり、比較的交通事故の発生は少なく、また、人
口が少ないため、きめ細やかな交通安全教育が可能
となっているというメリットもある。
　もっとも、交通安全は警察の力のみでなし得るも
のではないことは論をまたない。交通安全教育や広
報啓発、交通指導取り締まりに加え、道路管理者と
連携した交通環境の改善、交通安全協会をはじめと
する交通ボランティアの方々の活動が相まって、紹
介したような交通事故の発生状況に留まっていると
いうこともできる。
　しかしながら、各島の交通事故の特徴を見ると、
観光客がレンタカーで交通事故を惹起しているケー
スが多く、中には観光中の気の緩みから飲酒運転に
及んでいることもあり、観光客に対する情報発信や、
これに関係する事業者との連携など、観光地特有の
交通対策を講じていく必要もあると考えている。
　東京では、2年後にオリンピック･パラリンピッ
クが開催され、来日外国人をはじめとする観光客に
対する交通対策が課題となっているが、その糸口と
して、都心と島嶼部の交通安全対策を総合的に検討
していくことが、警視庁交通部に課された使命であ
ると考えている。

　4.　おわりに
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離島での石油製品の安定供給および低廉化に向けた取り組み

　離島は四方を海等に囲まれ、人口減少が長期にわ
たり継続、高齢化が急速に進展するなど、他の地域
に比較して厳しい自然的社会的条件にあり、生活に
必要な物資等の輸送に要する費用が多額である。一
方で、離島はわが国の領域、排他的経済水域等の保

全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境
の保全、自然との触れ合いの場および機会の提供、
食料の安定的な供給等、わが国と国民の利益の保護
および増進に重要な役割を担っている。こうしたこ
とを踏まえ、居住する者のいない離島の増加および
離島における著しい人口の減少の防止等のため、政
府は、離島振興法等の法律を制定し、離島の振興の
ために必要となるさまざまな施策を講じている。
　ここでは、離島の現状や離島関係法令について触
れるとともに、エネルギーの安定供給確保や流通合
理化の観点から資源エネルギー庁が実施している施
策について紹介したい。
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離島での石油製品の安定供給および低廉化に向けた取り組み

Initiatives Aimed towards Providing Remote Islands
with a Stable Supply of Petroleum Products at Reduced Prices

　現在、わが国には約400の有人離島が存在してい
るが、離島は前述のとおり、四方を海等に囲まれ、
他の地域に比べて厳しい自然的社会的条件下にあ
る。このため、離島の経済力の向上、島民生活の安
定および福祉の向上を図ることなどを目的として、
1953年に離島振興法が制定された。同法では離島
振興対策地域を指定し、関係都道府県知事が当該地
域の離島振興計画を策定し、国は離島振興計画の実
施に必要な経費を財政の許す範囲内で予算に計上す
ることとされている。
　これに加えて、奄美群島、小笠原諸島がそれぞれ
わが国に返還されたことに伴い、これらの島々の特
殊事情に鑑み、基礎条件の改善、地理的および自然
的特性に即した振興開発を図ることにより、住民の
生活および福祉を向上させるため、それぞれ返還さ
れた翌年に奄美群島振興開発特別措置法（奄美法）、
小笠原諸島振興開発特別措置（小笠原法）が制定さ
れた。
　これらの法律が制定されたことにより、別に特別
措置法が定められている沖縄の離島を除き、267の
島々（2018年4月1日現在）について、各地方自治
体が策定した計画に基づいたインフラ整備、産業振
興などに係るさまざまな施策が講じられているとこ
ろである。
　この267の島々の人口推移および年齢別の構成を
見ると、Table 1、2およびFig.1のとおり、現在約
50万人が居住しているが、小笠原諸島を除き、全国
を大きく上回る割合で人口が減少している。また、
少子高齢化および若年層を中心とする人口流出の結
果、逆ピラミッド型を形成する人口構成となっている。
　また、離島における自動車保有台数を見ると、全
国と比べて1世帯当たりの自動車保有台数が多い

（Table 3）。これは離島には鉄道がなく、公共交通
機関もバスに限られているためと考えられ、このこ

とから島内における移動は自動車が主な手段となっ
ていることがうかがえる。
　このように自動車は、離島において欠かせない移
動手段となっている一方で、その主要な燃料である
ガソリンの小売価格は、本土に比べて割高となって
いる。これは、本土に比べて、燃料を離島に運ぶた
めのタンカー・フェリー運賃等の輸送費や離島にお
ける油槽所の運営費などが追加で必要になることに
加え、販売量が少ないため、単位数量当たりの必要
経費が相対的に高くなることなどの理由によるため
である。また、これに加えて、離島は四方を海に囲
まれており、タンカー等による輸送が気象条件に左
右されるなどの課題もあることから、離島における
ガソリンの安定供給および低廉化は、島民が生活し
ていく上で重要な課題となっている。
　なお、沖縄県については1972年の本土復帰に伴
い、揮発油税法・地方揮発油税法が適用されること
になった際、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する
法律」および「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適
用の特別措置に関する政令」により、一定期間、県
内の揮発油に対する「揮発油税及び地方揮発油税」

（国税）に1キロリットル当たり7,000円の軽減措置
が取られている（2015年度の税制改正において
2020年度までの5年間の延長措置がなされている）。
また、本土復帰前の沖縄県では、給油所建設の規
制や石油製品の県内全島統一価格制度（プール価
格制）が実施されており、離島においても沖縄本
島と同じ価格で石油が販売されていた。しかし、
本土復帰により、全島統一価格制が廃止されるこ
とに伴い、離島と本島との間に輸送コスト負担に
よる価格差の生じることが懸念されたことから、
沖縄県が前述の軽減措置を前提に、揮発油1キロ
リットル当たり1,500円の石油価格調整税（県税）
を課税し、その税収を実質的な財源として、県内
離島への輸送コストを補助する石油製品輸送等補
助事業を実施している。

　3-1　原油価格の高騰と離島に対する政府の価格
高騰対策

　このように本土に比べて割高となっているガソリ
ンは、島民の主な移動手段であり、自動車に欠かせ
ない燃料であるものの、かねてから輸送コストの改
善が求められていた。
　もとよりガソリン価格が高かったことに加えて、
2007年初頃から原油価格が急激に高騰し、この影
響を受けて離島においても、さらにガソリン価格が
上昇していた。この原油価格の高騰に対応するため、
同年12月に原油高騰・下請中小企業に関する緊急
対策関係閣僚会議が開催され、離島対策としても離
島航路対策、地方バス路線対策に係る地方負担の他、
生活困窮者に対する灯油購入費助成など、地方公共
団体が自主的に行う原油価格高騰対策に要する経費
に対する特別交付税の措置などを盛り込んだ対策

（基本方針）が打ち出された。その後、ガソリン価
格については、一時的に揮発油税の暫定税率が失効
したことによる値下がりがあったものの、原油価格
は上昇を続け、2008年6月には85円／リットルと
なり、同年6月に原油等高騰に関する緊急対策関係
閣僚会議を開催し、緊急対策を講じることとされた。

この中で、離島における石油製品価格対策として「石
油製品の流通合理化により運送コスト等の低減を図
るため、流通合理化に向けた設備投資に対する支援
等を検討する」ことが掲げられた。
　なお、この後もガソリン価格は原油高騰に伴って
上昇を続け、同年8月では、レギュラーガソリンの
価格は約184円／リットルまで上昇した後、リーマ
ンショックを契機に原油価格とともにガソリン価格
も急落した（Fig.2）。
 　同会議において打ち出された対策を踏まえ、
2008年度補正予算において、①自治体や地域の石油
流通関係者による地域ぐるみの具体策の検討に要す
る経費に対する支援、②地域の検討を踏まえた流通
合理化に資する事業に必要な設備投資（油槽所タン
クの建設・廃棄、タンクローリーの購入など）に対
する支援を行うための予算が措置（～ 2010年度）
され、離島が所在する都道府県に対する説明会実施
を経て、2010年度までに4つの地域でプロジェクト
が実施された。ここでは、そのうち隠岐の島の事例
について紹介したい。

た。その一方で、事業を継続していく中で、特に本
土に近い距離にある離島では、本土より価格が安く
なる逆転現象が発生している離島も出てきたことか
ら、これらの離島については補助単価を引き下げ、
逆格差の是正を図ることとなった。
　こうした取り組みを通じて、昨年夏以降の断続的
な原油価格高騰による小売価格の上昇といった影響
などもあるものの、足元ではFig.4のとおり、対象
離島平均で本土との価格差は12.9円／リットル（2018
年5月時点）に縮小している。
　3-4　離島への石油製品の安定・効率的な供給体

制の構築支援事業
　前述のとおり、島全体における石油製品の安定供
給の確保や流通合理化を進めるためには、川上から
川下までの流通経路全体、さらには地域の自治体も
含めた問題意識の共有、課題の解決に向けた合意形
成が図られることが必要となることから、具体的な
成果までたどり着くことは容易ではない。このため、
個々の事業者だけの取り組みでは限界があること、
貨物船等の輸送経路に変化が起きた場合など、環境
に変化が生じた場合には、島内関係者の利害関係を
超えた調整が必要となることから、ガソリンの流通
コスト対策事業に加え、離島における石油製品の安
定・効率的な供給体制の構築支援事業を2013年度
に創設し、安定供給・流通合理化に係る対策策定支
援と流通コスト対策支援の2本立てで支援策を講じ
ることとした。ここで本事業を活用して安定供給体
制の構築を行った事例を紹介したい。
　3-5　与論島の事例
　鹿児島県から南へ590km、沖縄本島最北端の辺
戸岬から21kmの地点に浮かぶ与論島には約5千人
が居住している。与論島における石油製品の物流経
路は、本土から島内に所在する油槽所にタンカーで
運ばれた後、基本的には当該油槽所から島内のSS
に配送されている。しかし、本島は接岸港が外洋に
直接面して時化の影響を受けやすい環境下にあり、
台風の時期においては航海が制限され、島に近づけ
ず、また冬場の時化等では、岸壁周辺の波が高いた
め接岸や荷役作業が行えず、配送が遅れることが
あった。それでもこれまでは島内に在庫がなくなる
事態にまでは至っていなかったが、2012年に相次
ぐ台風の影響により、タンカーが港に接岸できない
状況が続いた結果、油槽所の石油製品の在庫が尽き、
島内のSSにおいても、販売制限をしたものの在庫
が尽きる事態が生じた。以前から、卸事業者におい

て台風のシーズン前に在庫の積み増しを行うなどの
対策を講じてきてはいたが、個社の取り組みだけで
は限界があったことから、当該事業を活用し、石油
製品販売事業者や自治体関係者により、安定供給体
制の構築が検討された。
　課題の解決に向けては、油槽所の新規整備、タン
カーの新造、港の改修、フェリーへのタンクローリー
積みによる代替輸送、既存設備を活用した製品備蓄
といった方策が考えられた。しかし、人口約5,000
人の島に新たに油槽所を造ることやタンカーの新造
は、安定供給対策としては有効なものの、大幅なコ
スト増となることから、現実的ではなく、港の改修
も多大なコストを伴うとともに長期にわたる工事が
必要となる。また、フェリーでの代替輸送は、ガソ
リンを積んだタンクローリーを運べるフェリーがな
いことから、既存の設備を活用した備蓄を検討する
こととなった。
　まず、既存の設備を活用した備蓄の方法について
は、油槽所または各SSのタンクを活用する2つが
考えられるが、どちらの場合においても、供給量を
大きく上回る在庫の保管は経済的負担が大きくな
り、SSの事業者は小売価格に転嫁せざるを得なく
なるため、与論町が供給の不安定な時期の間、一時
的に石油製品を買い上げ、油槽所に在庫として積み
増しを行うこととした。また、対策期間終了後にお
いては、当該在庫を買い上げた価格と同じ価格で油
槽所の管理者に払い下げることにより、コストを最
小限に抑え、実質対策期間中の管理委託費のみ町が
負担する方策を取ることとした。次に備蓄する油種
については、例年の石油製品の需給動向を調査した
結果、過去にタンカーが入港してから次回入港日ま
での最長期間で在庫切れになる可能性があったガソ
リンの備蓄を行うこととした。また、これまで在庫
切れが生じた場合における対策が決まっていなかっ
たことから、これに併せて、優先供給先や消費者へ
の販売制限への理解、在庫状況等の周知方法、平時
からの満タン給油の呼びかけといった対策について
もルール化を検討していくこととされた。
　3-6　離島振興法等におけるガソリンの低廉化

に係る事業の位置づけ
　離島振興法や奄美法、小笠原法は時限立法では
あったが、継続的な措置が必要として、これまで期
限到来時に延長されており、都度、法案の見直しが
行われてきた。特に、2012年における離島振興法
の改正では、目的規定に他の地域に比較して厳しい

自然的社会的条件下にある離島の現状と背景の明確
化、地域間交流の促進、無人離島の増加および人口
の著しい減少の防止、定住の促進等、離島振興の目
的の拡大などが明記された。また、これに加えて、
これまでの施設等のハード支援だけでなく、人の往
来および物資の流通に要する費用の低廉化、再生可
能エネルギーの活用に対する支援、離島のガソリン
流通コスト軽減対策の推進といったソフト施策に係
る規定の充実、新たな仕組みとなる離島活性化交付
金等事業計画の創設および当該計画に基づく交付金
等の交付といった基本施策の充実が図られた。さら
に、その翌年には奄美法、小笠原法の改正がなされ、
離島振興法と同様に、定住の促進等が目的規定に追
加されるとともに、人の往来および物資の流通に要
する費用の低廉化、再生可能エネルギーの活用に対
する支援、離島のガソリン流通コスト軽減対策の推
進といったソフト施策に係る規定の充実化が図られ
た。これにより、各地方自治体で策定する振興計画
等において、ガソリン流通コストの低廉化について
も明示的に盛り込まれるようになり、国として、こ
の地方自治体の施策の推進に対して適切な配慮、必
要な財政上の措置を講じることが求められることと
なった。
　また、わが国の領海、排他的経済水域等を適切に
管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国
境離島地域が有するわが国の領海、排他的経済水域
等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持
するため、有人国境離島地域の保全およびその地域
のうち、継続的な居住が可能となる環境を整備する
ことが特に必要と認められる特定有人国境離島地域
に係る地域社会の維持について、特別の措置を講ず
る必要があるとして、2016年に有人国境離島地域
の保全および特定有人国境離島地域に係る地域社会
の維持に関する特別措置法が成立し、翌年4月1日
に施行された。
　同法に基づき、策定された地域社会の維持に関す
る基本的方針には、基本的な事項として大きく分け
て3つの事項（航路・航空路運賃の低廉化、物資の
費用の負担の軽減、雇用機会の拡充）が記載されて
いる。このうち、物資の費用の負担の軽減について
は、eコマースの拡大などにより、本土と変わらな
い料金でのサービスも拡大しており、以前よりも不
便性が緩和されている状況も見受けられる。他方で、
ガソリンの流通コストは本土に比べて割高となって
いるため、輸送形態と本土からの距離を踏まえた補

助単価を設定し、実質的なガソリン小売価格が下が
るよう支援措置を継続すること、また、離島地域に
おいてはコストの高さに加え、自然現象による安定
供給上の課題もあることから、地域の実情を踏まえ
た石油製品の安定供給対策および流通合理化対策の
構築支援を継続することとされた。
　このように、離島地域の振興、地域社会の維持の
ために必要な施策として、近年の法改正等において、
生活に密接に関係しているガソリンをはじめとする
石油製品の安定供給・低廉化に資する取り組みが明
記されるなど、これらの施策が求められる役割の重
要性は増している。

　現在、化石燃料由来のエネルギーに限らず再生可
能エネルギーをはじめ、さまざまなエネルギーの活
用が進められている。特に再生可能エネルギーにつ
いては、電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法（FIT法）をはじめとし
て、政府や各地方自治体による各種補助金などの支
援を通じ、離島においても導入が促進されている。
しかし、一方で再生可能エネルギーについては、例
えば太陽光発電や風力発電においては、天候により
発電量が左右されるため、そのバックアップ電源と
して火力発電などの調整可能な電源が必要となるこ
とや発電コストが高いといったような課題がある。
加えて離島においては、需要規模に併せて電力系統
規模が本土に比べて小さくなっていることから、
FIT法による買い取りにも限界がある。さらに電気
自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）といった
次世代自動車についても、航行距離や充電時間ある
いはコスト面での課題がある。
　燃料費抑制の取り組みは、石油製品に対する施策
だけではなく、再生可能エネルギーの活用など、他
の政策と一体的に取り組んでいくことが必要ではあ
るものの、再生可能エネルギーや次世代自動車の普
及にはまだ多くの課題があることから、当面は石油
製品が離島における主要な燃料である状況は続くと
考えられる。このため、政府として再生可能エネル
ギーや次世代自動車に係る課題解決に向けて取り組
んでいくとともに、引き続き離島における石油製品
の安定供給および低廉化を図るために取り組んでい
きたい。

　3-2　隠岐の島の事例
　島根半島の北方、40 ～ 80kmの日本海に浮かぶ
隠岐には住民が居住している4つの大きな島があ
る。この4つの島は、最も大きな島を島後、その西
南方向に所在する西の島、中ノ島、知夫利島の3つ
の島を島前と呼び、約2万3千人が居住している。
この隠岐地区における石油の物流は、当時、島後地
区は島内に設置された油槽所から地区内のサービス
ステーション（SS）にタンクローリーで配送され、
島前地区においては、境港の油槽所から貨物船を活
用して地区内のSSにドラム缶で配送されており、
それぞれの島ごとに調達を行っていた状況が隠岐地
区での石油製品の流通コストが高くなっている要因
と考えられていた。
　さらには、島後に所在する隠岐の島唯一の油槽所
において、2008年6月に燃油の混油事故が発生し、
当該油槽所が使用停止となったため、その間、島後
においては本土からタンクローリーのフェリー積み
による輸送を余儀なくされており、冬場の海象条件
の悪い時期における安定供給に支障を来す恐れも
あったことから、流通体制の再構築および流通コス
トの削減が喫緊の課題となっていた。
　そこで国の予算を活用し、元売り、地元販売業者、
地元自治体などを構成員とする委員会を立ち上げ、
計画を策定し、必要な設備を整備することなり、①
備蓄機能も兼ねることができる共同油槽所の設置お
よび油槽所の維持・運営、②配送の合理化といった
課題の解決に向けて議論が行われた。①については、
隠岐の島町が既存の油槽所を買い取り、必要な整備
を施した上で業務を民間に委託して運営することと
し、②については、流通コスト削減のために、スケー
ルメリットを生かすこととした。具体的には、石油
製品4油種（ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油）で年
間約2万キロリットル程度を消費しているこれら4
島を1つの市場と捉え、島後地区と島前地区とに分
かれていた物流体制を統合し、油槽所の運営業務を
受託している企業が、隠岐地区の共同配送業務も併
せて行うこととした。このためには、島後の油槽所
から島前地区にタンクローリーのフェリー積みによ
る輸送を可能とする必要があることから、島前地区
に所在する各SSに地下タンクを設置することによ
り、新たな供給体制が構築された。
　当該プロジェクトの実施に当たっては、石油製品
の輸送は各元売り会社が、自社系列のSSに対して
製品を輸送していたものを幹事会社が一括して自社

の製品を納入し、各社がそれぞれの系列SS向けに
卸した数量見合いを別の取引で調整する必要があっ
た。共同配送についても、幹事会社の用船状況によっ
て、各SSの仕入れのタイミングが間に合わず、在
庫切れが起きるリスクに備え、配送業者が自社のタ
ンクローリーを島まで輸送するバックアップ体制を
構築する必要や、共同配送料や油槽所の維持費の負
担方法の調整など、さまざまな問題を幅広い関係者
による合意形成を経て、ようやく実現に至った。
　3-3　離島におけるガソリン価格低廉化に向けた

取り組み（離島のガソリン流通コスト対
策事業）

　流通合理化によるコストの低減は、前述のように、
実際には、地下タンクへの入替工事など設備整備に
多額の費用が発生すること、ある程度の市場規模が
ないとコストに見合った改善効果が期待できないこ
と、油槽所の維持等に必要な費用負担の問題や輸送
方法などについて多くの関係者の間で合意形成が図
られることが必要となることなどから、容易に進め
られるものではなかった。隠岐の島同様、流通合理
化のための計画の策定を試みたものの、最終的な計
画の実行までに至らなかった離島もあるなど、実際
に具体的な成果までたどり着いた地域は限られて
いた。
　そこで、かねてより、本土との価格差の是正は離
島を抱える自治体から強く要望を受けていたことも
踏まえ、これまでの事業を廃止し、新たに2011年
度にガソリンの流通コスト対策事業を創設した。当
該事業は、本土に比べて割高となっている輸送コス
トに着目し、離島の形態を①油槽所のある離島、②
主にタンクローリーを貨物フェリーで輸送している
離島、③主にドラム缶あるいはコンテナを輸送して
いる離島に3区分し、各形態の輸送コストと本土に
おける輸送コストを算出し、本土と比べて追加的に
かかっている費用分を、石油販売事業者に対して補
助することにより、離島におけるガソリン小売価格
から当該輸送コスト相当分を引き下げるよう措置し
たものである（Fig.3）。すでに石油製品の輸送費に
係る支援措置が講じられている沖縄県に所在する離
島を除き、離島振興法、奄美法、小笠原法の対象と
なっている離島など、本土と架橋がされていない離
島に所在するSS等を調査し、補助事業の活用につ
いて意向を確認した結果、176島（2018年度現在で
は173島が支援対象）を対象として補助事業を開始
した。これにより、制度開始前には約22円／リッ

トルの価格差があったところ、事業開始の翌月には
対象離島平均で約8円値下がりした（Fig.4）。なお、
離島は消費量の違いなどから、本土に比べて価格の
改定頻度が少ない。このため、原油価格が上昇局面
であっても、本土に比べて価格は上がりにくく、逆
に原油価格が下落局面の時は、本土に比べて価格
が下がりにくい傾向があることに留意が必要であ

る。
　補助事業開始後、各島のガソリン価格をモニタリ
ングした結果、それぞれの輸送形態の中でも輸送距
離に応じてコストが異なり、いまだ大きな価格差が
生じている離島もあったことから、これらの離島に
ついては、本土からの航路時間等も加味した補助単
価に見直しを行い、翌年6月から当該単価を適用し



　離島は四方を海等に囲まれ、人口減少が長期にわ
たり継続、高齢化が急速に進展するなど、他の地域
に比較して厳しい自然的社会的条件にあり、生活に
必要な物資等の輸送に要する費用が多額である。一
方で、離島はわが国の領域、排他的経済水域等の保

全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境
の保全、自然との触れ合いの場および機会の提供、
食料の安定的な供給等、わが国と国民の利益の保護
および増進に重要な役割を担っている。こうしたこ
とを踏まえ、居住する者のいない離島の増加および
離島における著しい人口の減少の防止等のため、政
府は、離島振興法等の法律を制定し、離島の振興の
ために必要となるさまざまな施策を講じている。
　ここでは、離島の現状や離島関係法令について触
れるとともに、エネルギーの安定供給確保や流通合
理化の観点から資源エネルギー庁が実施している施
策について紹介したい。
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　現在、わが国には約400の有人離島が存在してい
るが、離島は前述のとおり、四方を海等に囲まれ、
他の地域に比べて厳しい自然的社会的条件下にあ
る。このため、離島の経済力の向上、島民生活の安
定および福祉の向上を図ることなどを目的として、
1953年に離島振興法が制定された。同法では離島
振興対策地域を指定し、関係都道府県知事が当該地
域の離島振興計画を策定し、国は離島振興計画の実
施に必要な経費を財政の許す範囲内で予算に計上す
ることとされている。
　これに加えて、奄美群島、小笠原諸島がそれぞれ
わが国に返還されたことに伴い、これらの島々の特
殊事情に鑑み、基礎条件の改善、地理的および自然
的特性に即した振興開発を図ることにより、住民の
生活および福祉を向上させるため、それぞれ返還さ
れた翌年に奄美群島振興開発特別措置法（奄美法）、
小笠原諸島振興開発特別措置（小笠原法）が制定さ
れた。
　これらの法律が制定されたことにより、別に特別
措置法が定められている沖縄の離島を除き、267の
島々（2018年4月1日現在）について、各地方自治
体が策定した計画に基づいたインフラ整備、産業振
興などに係るさまざまな施策が講じられているとこ
ろである。
　この267の島々の人口推移および年齢別の構成を
見ると、Table 1、2およびFig.1のとおり、現在約
50万人が居住しているが、小笠原諸島を除き、全国
を大きく上回る割合で人口が減少している。また、
少子高齢化および若年層を中心とする人口流出の結
果、逆ピラミッド型を形成する人口構成となっている。
　また、離島における自動車保有台数を見ると、全
国と比べて1世帯当たりの自動車保有台数が多い

（Table 3）。これは離島には鉄道がなく、公共交通
機関もバスに限られているためと考えられ、このこ

とから島内における移動は自動車が主な手段となっ
ていることがうかがえる。
　このように自動車は、離島において欠かせない移
動手段となっている一方で、その主要な燃料である
ガソリンの小売価格は、本土に比べて割高となって
いる。これは、本土に比べて、燃料を離島に運ぶた
めのタンカー・フェリー運賃等の輸送費や離島にお
ける油槽所の運営費などが追加で必要になることに
加え、販売量が少ないため、単位数量当たりの必要
経費が相対的に高くなることなどの理由によるため
である。また、これに加えて、離島は四方を海に囲
まれており、タンカー等による輸送が気象条件に左
右されるなどの課題もあることから、離島における
ガソリンの安定供給および低廉化は、島民が生活し
ていく上で重要な課題となっている。
　なお、沖縄県については1972年の本土復帰に伴
い、揮発油税法・地方揮発油税法が適用されること
になった際、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する
法律」および「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適
用の特別措置に関する政令」により、一定期間、県
内の揮発油に対する「揮発油税及び地方揮発油税」

（国税）に1キロリットル当たり7,000円の軽減措置
が取られている（2015年度の税制改正において
2020年度までの5年間の延長措置がなされている）。
また、本土復帰前の沖縄県では、給油所建設の規
制や石油製品の県内全島統一価格制度（プール価
格制）が実施されており、離島においても沖縄本
島と同じ価格で石油が販売されていた。しかし、
本土復帰により、全島統一価格制が廃止されるこ
とに伴い、離島と本島との間に輸送コスト負担に
よる価格差の生じることが懸念されたことから、
沖縄県が前述の軽減措置を前提に、揮発油1キロ
リットル当たり1,500円の石油価格調整税（県税）
を課税し、その税収を実質的な財源として、県内
離島への輸送コストを補助する石油製品輸送等補
助事業を実施している。

　3-1　原油価格の高騰と離島に対する政府の価格
高騰対策

　このように本土に比べて割高となっているガソリ
ンは、島民の主な移動手段であり、自動車に欠かせ
ない燃料であるものの、かねてから輸送コストの改
善が求められていた。
　もとよりガソリン価格が高かったことに加えて、
2007年初頃から原油価格が急激に高騰し、この影
響を受けて離島においても、さらにガソリン価格が
上昇していた。この原油価格の高騰に対応するため、
同年12月に原油高騰・下請中小企業に関する緊急
対策関係閣僚会議が開催され、離島対策としても離
島航路対策、地方バス路線対策に係る地方負担の他、
生活困窮者に対する灯油購入費助成など、地方公共
団体が自主的に行う原油価格高騰対策に要する経費
に対する特別交付税の措置などを盛り込んだ対策

（基本方針）が打ち出された。その後、ガソリン価
格については、一時的に揮発油税の暫定税率が失効
したことによる値下がりがあったものの、原油価格
は上昇を続け、2008年6月には85円／リットルと
なり、同年6月に原油等高騰に関する緊急対策関係
閣僚会議を開催し、緊急対策を講じることとされた。

この中で、離島における石油製品価格対策として「石
油製品の流通合理化により運送コスト等の低減を図
るため、流通合理化に向けた設備投資に対する支援
等を検討する」ことが掲げられた。
　なお、この後もガソリン価格は原油高騰に伴って
上昇を続け、同年8月では、レギュラーガソリンの
価格は約184円／リットルまで上昇した後、リーマ
ンショックを契機に原油価格とともにガソリン価格
も急落した（Fig.2）。
 　同会議において打ち出された対策を踏まえ、
2008年度補正予算において、①自治体や地域の石油
流通関係者による地域ぐるみの具体策の検討に要す
る経費に対する支援、②地域の検討を踏まえた流通
合理化に資する事業に必要な設備投資（油槽所タン
クの建設・廃棄、タンクローリーの購入など）に対
する支援を行うための予算が措置（～ 2010年度）
され、離島が所在する都道府県に対する説明会実施
を経て、2010年度までに4つの地域でプロジェクト
が実施された。ここでは、そのうち隠岐の島の事例
について紹介したい。

　2.　離島の現状について

た。その一方で、事業を継続していく中で、特に本
土に近い距離にある離島では、本土より価格が安く
なる逆転現象が発生している離島も出てきたことか
ら、これらの離島については補助単価を引き下げ、
逆格差の是正を図ることとなった。
　こうした取り組みを通じて、昨年夏以降の断続的
な原油価格高騰による小売価格の上昇といった影響
などもあるものの、足元ではFig.4のとおり、対象
離島平均で本土との価格差は12.9円／リットル（2018
年5月時点）に縮小している。
　3-4　離島への石油製品の安定・効率的な供給体

制の構築支援事業
　前述のとおり、島全体における石油製品の安定供
給の確保や流通合理化を進めるためには、川上から
川下までの流通経路全体、さらには地域の自治体も
含めた問題意識の共有、課題の解決に向けた合意形
成が図られることが必要となることから、具体的な
成果までたどり着くことは容易ではない。このため、
個々の事業者だけの取り組みでは限界があること、
貨物船等の輸送経路に変化が起きた場合など、環境
に変化が生じた場合には、島内関係者の利害関係を
超えた調整が必要となることから、ガソリンの流通
コスト対策事業に加え、離島における石油製品の安
定・効率的な供給体制の構築支援事業を2013年度
に創設し、安定供給・流通合理化に係る対策策定支
援と流通コスト対策支援の2本立てで支援策を講じ
ることとした。ここで本事業を活用して安定供給体
制の構築を行った事例を紹介したい。
　3-5　与論島の事例
　鹿児島県から南へ590km、沖縄本島最北端の辺
戸岬から21kmの地点に浮かぶ与論島には約5千人
が居住している。与論島における石油製品の物流経
路は、本土から島内に所在する油槽所にタンカーで
運ばれた後、基本的には当該油槽所から島内のSS
に配送されている。しかし、本島は接岸港が外洋に
直接面して時化の影響を受けやすい環境下にあり、
台風の時期においては航海が制限され、島に近づけ
ず、また冬場の時化等では、岸壁周辺の波が高いた
め接岸や荷役作業が行えず、配送が遅れることが
あった。それでもこれまでは島内に在庫がなくなる
事態にまでは至っていなかったが、2012年に相次
ぐ台風の影響により、タンカーが港に接岸できない
状況が続いた結果、油槽所の石油製品の在庫が尽き、
島内のSSにおいても、販売制限をしたものの在庫
が尽きる事態が生じた。以前から、卸事業者におい

て台風のシーズン前に在庫の積み増しを行うなどの
対策を講じてきてはいたが、個社の取り組みだけで
は限界があったことから、当該事業を活用し、石油
製品販売事業者や自治体関係者により、安定供給体
制の構築が検討された。
　課題の解決に向けては、油槽所の新規整備、タン
カーの新造、港の改修、フェリーへのタンクローリー
積みによる代替輸送、既存設備を活用した製品備蓄
といった方策が考えられた。しかし、人口約5,000
人の島に新たに油槽所を造ることやタンカーの新造
は、安定供給対策としては有効なものの、大幅なコ
スト増となることから、現実的ではなく、港の改修
も多大なコストを伴うとともに長期にわたる工事が
必要となる。また、フェリーでの代替輸送は、ガソ
リンを積んだタンクローリーを運べるフェリーがな
いことから、既存の設備を活用した備蓄を検討する
こととなった。
　まず、既存の設備を活用した備蓄の方法について
は、油槽所または各SSのタンクを活用する2つが
考えられるが、どちらの場合においても、供給量を
大きく上回る在庫の保管は経済的負担が大きくな
り、SSの事業者は小売価格に転嫁せざるを得なく
なるため、与論町が供給の不安定な時期の間、一時
的に石油製品を買い上げ、油槽所に在庫として積み
増しを行うこととした。また、対策期間終了後にお
いては、当該在庫を買い上げた価格と同じ価格で油
槽所の管理者に払い下げることにより、コストを最
小限に抑え、実質対策期間中の管理委託費のみ町が
負担する方策を取ることとした。次に備蓄する油種
については、例年の石油製品の需給動向を調査した
結果、過去にタンカーが入港してから次回入港日ま
での最長期間で在庫切れになる可能性があったガソ
リンの備蓄を行うこととした。また、これまで在庫
切れが生じた場合における対策が決まっていなかっ
たことから、これに併せて、優先供給先や消費者へ
の販売制限への理解、在庫状況等の周知方法、平時
からの満タン給油の呼びかけといった対策について
もルール化を検討していくこととされた。
　3-6　離島振興法等におけるガソリンの低廉化

に係る事業の位置づけ
　離島振興法や奄美法、小笠原法は時限立法では
あったが、継続的な措置が必要として、これまで期
限到来時に延長されており、都度、法案の見直しが
行われてきた。特に、2012年における離島振興法
の改正では、目的規定に他の地域に比較して厳しい

自然的社会的条件下にある離島の現状と背景の明確
化、地域間交流の促進、無人離島の増加および人口
の著しい減少の防止、定住の促進等、離島振興の目
的の拡大などが明記された。また、これに加えて、
これまでの施設等のハード支援だけでなく、人の往
来および物資の流通に要する費用の低廉化、再生可
能エネルギーの活用に対する支援、離島のガソリン
流通コスト軽減対策の推進といったソフト施策に係
る規定の充実、新たな仕組みとなる離島活性化交付
金等事業計画の創設および当該計画に基づく交付金
等の交付といった基本施策の充実が図られた。さら
に、その翌年には奄美法、小笠原法の改正がなされ、
離島振興法と同様に、定住の促進等が目的規定に追
加されるとともに、人の往来および物資の流通に要
する費用の低廉化、再生可能エネルギーの活用に対
する支援、離島のガソリン流通コスト軽減対策の推
進といったソフト施策に係る規定の充実化が図られ
た。これにより、各地方自治体で策定する振興計画
等において、ガソリン流通コストの低廉化について
も明示的に盛り込まれるようになり、国として、こ
の地方自治体の施策の推進に対して適切な配慮、必
要な財政上の措置を講じることが求められることと
なった。
　また、わが国の領海、排他的経済水域等を適切に
管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国
境離島地域が有するわが国の領海、排他的経済水域
等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持
するため、有人国境離島地域の保全およびその地域
のうち、継続的な居住が可能となる環境を整備する
ことが特に必要と認められる特定有人国境離島地域
に係る地域社会の維持について、特別の措置を講ず
る必要があるとして、2016年に有人国境離島地域
の保全および特定有人国境離島地域に係る地域社会
の維持に関する特別措置法が成立し、翌年4月1日
に施行された。
　同法に基づき、策定された地域社会の維持に関す
る基本的方針には、基本的な事項として大きく分け
て3つの事項（航路・航空路運賃の低廉化、物資の
費用の負担の軽減、雇用機会の拡充）が記載されて
いる。このうち、物資の費用の負担の軽減について
は、eコマースの拡大などにより、本土と変わらな
い料金でのサービスも拡大しており、以前よりも不
便性が緩和されている状況も見受けられる。他方で、
ガソリンの流通コストは本土に比べて割高となって
いるため、輸送形態と本土からの距離を踏まえた補

助単価を設定し、実質的なガソリン小売価格が下が
るよう支援措置を継続すること、また、離島地域に
おいてはコストの高さに加え、自然現象による安定
供給上の課題もあることから、地域の実情を踏まえ
た石油製品の安定供給対策および流通合理化対策の
構築支援を継続することとされた。
　このように、離島地域の振興、地域社会の維持の
ために必要な施策として、近年の法改正等において、
生活に密接に関係しているガソリンをはじめとする
石油製品の安定供給・低廉化に資する取り組みが明
記されるなど、これらの施策が求められる役割の重
要性は増している。

　現在、化石燃料由来のエネルギーに限らず再生可
能エネルギーをはじめ、さまざまなエネルギーの活
用が進められている。特に再生可能エネルギーにつ
いては、電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法（FIT法）をはじめとし
て、政府や各地方自治体による各種補助金などの支
援を通じ、離島においても導入が促進されている。
しかし、一方で再生可能エネルギーについては、例
えば太陽光発電や風力発電においては、天候により
発電量が左右されるため、そのバックアップ電源と
して火力発電などの調整可能な電源が必要となるこ
とや発電コストが高いといったような課題がある。
加えて離島においては、需要規模に併せて電力系統
規模が本土に比べて小さくなっていることから、
FIT法による買い取りにも限界がある。さらに電気
自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）といった
次世代自動車についても、航行距離や充電時間ある
いはコスト面での課題がある。
　燃料費抑制の取り組みは、石油製品に対する施策
だけではなく、再生可能エネルギーの活用など、他
の政策と一体的に取り組んでいくことが必要ではあ
るものの、再生可能エネルギーや次世代自動車の普
及にはまだ多くの課題があることから、当面は石油
製品が離島における主要な燃料である状況は続くと
考えられる。このため、政府として再生可能エネル
ギーや次世代自動車に係る課題解決に向けて取り組
んでいくとともに、引き続き離島における石油製品
の安定供給および低廉化を図るために取り組んでい
きたい。

　3-2　隠岐の島の事例
　島根半島の北方、40 ～ 80kmの日本海に浮かぶ
隠岐には住民が居住している4つの大きな島があ
る。この4つの島は、最も大きな島を島後、その西
南方向に所在する西の島、中ノ島、知夫利島の3つ
の島を島前と呼び、約2万3千人が居住している。
この隠岐地区における石油の物流は、当時、島後地
区は島内に設置された油槽所から地区内のサービス
ステーション（SS）にタンクローリーで配送され、
島前地区においては、境港の油槽所から貨物船を活
用して地区内のSSにドラム缶で配送されており、
それぞれの島ごとに調達を行っていた状況が隠岐地
区での石油製品の流通コストが高くなっている要因
と考えられていた。
　さらには、島後に所在する隠岐の島唯一の油槽所
において、2008年6月に燃油の混油事故が発生し、
当該油槽所が使用停止となったため、その間、島後
においては本土からタンクローリーのフェリー積み
による輸送を余儀なくされており、冬場の海象条件
の悪い時期における安定供給に支障を来す恐れも
あったことから、流通体制の再構築および流通コス
トの削減が喫緊の課題となっていた。
　そこで国の予算を活用し、元売り、地元販売業者、
地元自治体などを構成員とする委員会を立ち上げ、
計画を策定し、必要な設備を整備することなり、①
備蓄機能も兼ねることができる共同油槽所の設置お
よび油槽所の維持・運営、②配送の合理化といった
課題の解決に向けて議論が行われた。①については、
隠岐の島町が既存の油槽所を買い取り、必要な整備
を施した上で業務を民間に委託して運営することと
し、②については、流通コスト削減のために、スケー
ルメリットを生かすこととした。具体的には、石油
製品4油種（ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油）で年
間約2万キロリットル程度を消費しているこれら4
島を1つの市場と捉え、島後地区と島前地区とに分
かれていた物流体制を統合し、油槽所の運営業務を
受託している企業が、隠岐地区の共同配送業務も併
せて行うこととした。このためには、島後の油槽所
から島前地区にタンクローリーのフェリー積みによ
る輸送を可能とする必要があることから、島前地区
に所在する各SSに地下タンクを設置することによ
り、新たな供給体制が構築された。
　当該プロジェクトの実施に当たっては、石油製品
の輸送は各元売り会社が、自社系列のSSに対して
製品を輸送していたものを幹事会社が一括して自社

の製品を納入し、各社がそれぞれの系列SS向けに
卸した数量見合いを別の取引で調整する必要があっ
た。共同配送についても、幹事会社の用船状況によっ
て、各SSの仕入れのタイミングが間に合わず、在
庫切れが起きるリスクに備え、配送業者が自社のタ
ンクローリーを島まで輸送するバックアップ体制を
構築する必要や、共同配送料や油槽所の維持費の負
担方法の調整など、さまざまな問題を幅広い関係者
による合意形成を経て、ようやく実現に至った。
　3-3　離島におけるガソリン価格低廉化に向けた

取り組み（離島のガソリン流通コスト対
策事業）

　流通合理化によるコストの低減は、前述のように、
実際には、地下タンクへの入替工事など設備整備に
多額の費用が発生すること、ある程度の市場規模が
ないとコストに見合った改善効果が期待できないこ
と、油槽所の維持等に必要な費用負担の問題や輸送
方法などについて多くの関係者の間で合意形成が図
られることが必要となることなどから、容易に進め
られるものではなかった。隠岐の島同様、流通合理
化のための計画の策定を試みたものの、最終的な計
画の実行までに至らなかった離島もあるなど、実際
に具体的な成果までたどり着いた地域は限られて
いた。
　そこで、かねてより、本土との価格差の是正は離
島を抱える自治体から強く要望を受けていたことも
踏まえ、これまでの事業を廃止し、新たに2011年
度にガソリンの流通コスト対策事業を創設した。当
該事業は、本土に比べて割高となっている輸送コス
トに着目し、離島の形態を①油槽所のある離島、②
主にタンクローリーを貨物フェリーで輸送している
離島、③主にドラム缶あるいはコンテナを輸送して
いる離島に3区分し、各形態の輸送コストと本土に
おける輸送コストを算出し、本土と比べて追加的に
かかっている費用分を、石油販売事業者に対して補
助することにより、離島におけるガソリン小売価格
から当該輸送コスト相当分を引き下げるよう措置し
たものである（Fig.3）。すでに石油製品の輸送費に
係る支援措置が講じられている沖縄県に所在する離
島を除き、離島振興法、奄美法、小笠原法の対象と
なっている離島など、本土と架橋がされていない離
島に所在するSS等を調査し、補助事業の活用につ
いて意向を確認した結果、176島（2018年度現在で
は173島が支援対象）を対象として補助事業を開始
した。これにより、制度開始前には約22円／リッ

トルの価格差があったところ、事業開始の翌月には
対象離島平均で約8円値下がりした（Fig.4）。なお、
離島は消費量の違いなどから、本土に比べて価格の
改定頻度が少ない。このため、原油価格が上昇局面
であっても、本土に比べて価格は上がりにくく、逆
に原油価格が下落局面の時は、本土に比べて価格
が下がりにくい傾向があることに留意が必要であ

る。
　補助事業開始後、各島のガソリン価格をモニタリ
ングした結果、それぞれの輸送形態の中でも輸送距
離に応じてコストが異なり、いまだ大きな価格差が
生じている離島もあったことから、これらの離島に
ついては、本土からの航路時間等も加味した補助単
価に見直しを行い、翌年6月から当該単価を適用し

Table 1　離島地域等と全国の人口推移の比較

注1 ）離島地域は、2018年4月1日現在、離島振興対策実施地域に指定されている255島が対象。
　2 ）奄美群島および小笠原諸島は、奄美法または小笠原法に基づき、それぞれ指定されている島が対象。
　3 ）離島地域等は当該離島地域、奄美群島および小笠原諸島の合計

（出典）国土審議会第16回離島振興対策分科会資料を基に資源エネルギー庁において一部追記

（人）

離島地域
奄美群島
小笠原諸島
離島地域等計
全国

536,529

135,791

2,809

675,129

125,570,246

1995年
498,592

132,315

2,824

633,731

126,925,843

2000年
458,773

126,483

2,723

587,979

127,767,994

2005年
417,642

118,773

2,785

539,200

128,057,352

2010年
378,751

110,147

3,022

491,920

127,094,745

2015年



　離島は四方を海等に囲まれ、人口減少が長期にわ
たり継続、高齢化が急速に進展するなど、他の地域
に比較して厳しい自然的社会的条件にあり、生活に
必要な物資等の輸送に要する費用が多額である。一
方で、離島はわが国の領域、排他的経済水域等の保

全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境
の保全、自然との触れ合いの場および機会の提供、
食料の安定的な供給等、わが国と国民の利益の保護
および増進に重要な役割を担っている。こうしたこ
とを踏まえ、居住する者のいない離島の増加および
離島における著しい人口の減少の防止等のため、政
府は、離島振興法等の法律を制定し、離島の振興の
ために必要となるさまざまな施策を講じている。
　ここでは、離島の現状や離島関係法令について触
れるとともに、エネルギーの安定供給確保や流通合
理化の観点から資源エネルギー庁が実施している施
策について紹介したい。

　現在、わが国には約400の有人離島が存在してい
るが、離島は前述のとおり、四方を海等に囲まれ、
他の地域に比べて厳しい自然的社会的条件下にあ
る。このため、離島の経済力の向上、島民生活の安
定および福祉の向上を図ることなどを目的として、
1953年に離島振興法が制定された。同法では離島
振興対策地域を指定し、関係都道府県知事が当該地
域の離島振興計画を策定し、国は離島振興計画の実
施に必要な経費を財政の許す範囲内で予算に計上す
ることとされている。
　これに加えて、奄美群島、小笠原諸島がそれぞれ
わが国に返還されたことに伴い、これらの島々の特
殊事情に鑑み、基礎条件の改善、地理的および自然
的特性に即した振興開発を図ることにより、住民の
生活および福祉を向上させるため、それぞれ返還さ
れた翌年に奄美群島振興開発特別措置法（奄美法）、
小笠原諸島振興開発特別措置（小笠原法）が制定さ
れた。
　これらの法律が制定されたことにより、別に特別
措置法が定められている沖縄の離島を除き、267の
島々（2018年4月1日現在）について、各地方自治
体が策定した計画に基づいたインフラ整備、産業振
興などに係るさまざまな施策が講じられているとこ
ろである。
　この267の島々の人口推移および年齢別の構成を
見ると、Table 1、2およびFig.1のとおり、現在約
50万人が居住しているが、小笠原諸島を除き、全国
を大きく上回る割合で人口が減少している。また、
少子高齢化および若年層を中心とする人口流出の結
果、逆ピラミッド型を形成する人口構成となっている。
　また、離島における自動車保有台数を見ると、全
国と比べて1世帯当たりの自動車保有台数が多い

（Table 3）。これは離島には鉄道がなく、公共交通
機関もバスに限られているためと考えられ、このこ

とから島内における移動は自動車が主な手段となっ
ていることがうかがえる。
　このように自動車は、離島において欠かせない移
動手段となっている一方で、その主要な燃料である
ガソリンの小売価格は、本土に比べて割高となって
いる。これは、本土に比べて、燃料を離島に運ぶた
めのタンカー・フェリー運賃等の輸送費や離島にお
ける油槽所の運営費などが追加で必要になることに
加え、販売量が少ないため、単位数量当たりの必要
経費が相対的に高くなることなどの理由によるため
である。また、これに加えて、離島は四方を海に囲
まれており、タンカー等による輸送が気象条件に左
右されるなどの課題もあることから、離島における
ガソリンの安定供給および低廉化は、島民が生活し
ていく上で重要な課題となっている。
　なお、沖縄県については1972年の本土復帰に伴
い、揮発油税法・地方揮発油税法が適用されること
になった際、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する
法律」および「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適
用の特別措置に関する政令」により、一定期間、県
内の揮発油に対する「揮発油税及び地方揮発油税」

（国税）に1キロリットル当たり7,000円の軽減措置
が取られている（2015年度の税制改正において
2020年度までの5年間の延長措置がなされている）。
また、本土復帰前の沖縄県では、給油所建設の規
制や石油製品の県内全島統一価格制度（プール価
格制）が実施されており、離島においても沖縄本
島と同じ価格で石油が販売されていた。しかし、
本土復帰により、全島統一価格制が廃止されるこ
とに伴い、離島と本島との間に輸送コスト負担に
よる価格差の生じることが懸念されたことから、
沖縄県が前述の軽減措置を前提に、揮発油1キロ
リットル当たり1,500円の石油価格調整税（県税）
を課税し、その税収を実質的な財源として、県内
離島への輸送コストを補助する石油製品輸送等補
助事業を実施している。

（ 15 ）

83

IATSS Review　Vol. 43,  No. 2 Oct., 2018

離島での石油製品の安定供給および低廉化に向けた取り組み

　3-1　原油価格の高騰と離島に対する政府の価格
高騰対策

　このように本土に比べて割高となっているガソリ
ンは、島民の主な移動手段であり、自動車に欠かせ
ない燃料であるものの、かねてから輸送コストの改
善が求められていた。
　もとよりガソリン価格が高かったことに加えて、
2007年初頃から原油価格が急激に高騰し、この影
響を受けて離島においても、さらにガソリン価格が
上昇していた。この原油価格の高騰に対応するため、
同年12月に原油高騰・下請中小企業に関する緊急
対策関係閣僚会議が開催され、離島対策としても離
島航路対策、地方バス路線対策に係る地方負担の他、
生活困窮者に対する灯油購入費助成など、地方公共
団体が自主的に行う原油価格高騰対策に要する経費
に対する特別交付税の措置などを盛り込んだ対策

（基本方針）が打ち出された。その後、ガソリン価
格については、一時的に揮発油税の暫定税率が失効
したことによる値下がりがあったものの、原油価格
は上昇を続け、2008年6月には85円／リットルと
なり、同年6月に原油等高騰に関する緊急対策関係
閣僚会議を開催し、緊急対策を講じることとされた。

この中で、離島における石油製品価格対策として「石
油製品の流通合理化により運送コスト等の低減を図
るため、流通合理化に向けた設備投資に対する支援
等を検討する」ことが掲げられた。
　なお、この後もガソリン価格は原油高騰に伴って
上昇を続け、同年8月では、レギュラーガソリンの
価格は約184円／リットルまで上昇した後、リーマ
ンショックを契機に原油価格とともにガソリン価格
も急落した（Fig.2）。
 　同会議において打ち出された対策を踏まえ、
2008年度補正予算において、①自治体や地域の石油
流通関係者による地域ぐるみの具体策の検討に要す
る経費に対する支援、②地域の検討を踏まえた流通
合理化に資する事業に必要な設備投資（油槽所タン
クの建設・廃棄、タンクローリーの購入など）に対
する支援を行うための予算が措置（～ 2010年度）
され、離島が所在する都道府県に対する説明会実施
を経て、2010年度までに4つの地域でプロジェクト
が実施された。ここでは、そのうち隠岐の島の事例
について紹介したい。

　3.　離島における燃料価格の低廉化等に係る取り
　　　組み

た。その一方で、事業を継続していく中で、特に本
土に近い距離にある離島では、本土より価格が安く
なる逆転現象が発生している離島も出てきたことか
ら、これらの離島については補助単価を引き下げ、
逆格差の是正を図ることとなった。
　こうした取り組みを通じて、昨年夏以降の断続的
な原油価格高騰による小売価格の上昇といった影響
などもあるものの、足元ではFig.4のとおり、対象
離島平均で本土との価格差は12.9円／リットル（2018
年5月時点）に縮小している。
　3-4　離島への石油製品の安定・効率的な供給体

制の構築支援事業
　前述のとおり、島全体における石油製品の安定供
給の確保や流通合理化を進めるためには、川上から
川下までの流通経路全体、さらには地域の自治体も
含めた問題意識の共有、課題の解決に向けた合意形
成が図られることが必要となることから、具体的な
成果までたどり着くことは容易ではない。このため、
個々の事業者だけの取り組みでは限界があること、
貨物船等の輸送経路に変化が起きた場合など、環境
に変化が生じた場合には、島内関係者の利害関係を
超えた調整が必要となることから、ガソリンの流通
コスト対策事業に加え、離島における石油製品の安
定・効率的な供給体制の構築支援事業を2013年度
に創設し、安定供給・流通合理化に係る対策策定支
援と流通コスト対策支援の2本立てで支援策を講じ
ることとした。ここで本事業を活用して安定供給体
制の構築を行った事例を紹介したい。
　3-5　与論島の事例
　鹿児島県から南へ590km、沖縄本島最北端の辺
戸岬から21kmの地点に浮かぶ与論島には約5千人
が居住している。与論島における石油製品の物流経
路は、本土から島内に所在する油槽所にタンカーで
運ばれた後、基本的には当該油槽所から島内のSS
に配送されている。しかし、本島は接岸港が外洋に
直接面して時化の影響を受けやすい環境下にあり、
台風の時期においては航海が制限され、島に近づけ
ず、また冬場の時化等では、岸壁周辺の波が高いた
め接岸や荷役作業が行えず、配送が遅れることが
あった。それでもこれまでは島内に在庫がなくなる
事態にまでは至っていなかったが、2012年に相次
ぐ台風の影響により、タンカーが港に接岸できない
状況が続いた結果、油槽所の石油製品の在庫が尽き、
島内のSSにおいても、販売制限をしたものの在庫
が尽きる事態が生じた。以前から、卸事業者におい

て台風のシーズン前に在庫の積み増しを行うなどの
対策を講じてきてはいたが、個社の取り組みだけで
は限界があったことから、当該事業を活用し、石油
製品販売事業者や自治体関係者により、安定供給体
制の構築が検討された。
　課題の解決に向けては、油槽所の新規整備、タン
カーの新造、港の改修、フェリーへのタンクローリー
積みによる代替輸送、既存設備を活用した製品備蓄
といった方策が考えられた。しかし、人口約5,000
人の島に新たに油槽所を造ることやタンカーの新造
は、安定供給対策としては有効なものの、大幅なコ
スト増となることから、現実的ではなく、港の改修
も多大なコストを伴うとともに長期にわたる工事が
必要となる。また、フェリーでの代替輸送は、ガソ
リンを積んだタンクローリーを運べるフェリーがな
いことから、既存の設備を活用した備蓄を検討する
こととなった。
　まず、既存の設備を活用した備蓄の方法について
は、油槽所または各SSのタンクを活用する2つが
考えられるが、どちらの場合においても、供給量を
大きく上回る在庫の保管は経済的負担が大きくな
り、SSの事業者は小売価格に転嫁せざるを得なく
なるため、与論町が供給の不安定な時期の間、一時
的に石油製品を買い上げ、油槽所に在庫として積み
増しを行うこととした。また、対策期間終了後にお
いては、当該在庫を買い上げた価格と同じ価格で油
槽所の管理者に払い下げることにより、コストを最
小限に抑え、実質対策期間中の管理委託費のみ町が
負担する方策を取ることとした。次に備蓄する油種
については、例年の石油製品の需給動向を調査した
結果、過去にタンカーが入港してから次回入港日ま
での最長期間で在庫切れになる可能性があったガソ
リンの備蓄を行うこととした。また、これまで在庫
切れが生じた場合における対策が決まっていなかっ
たことから、これに併せて、優先供給先や消費者へ
の販売制限への理解、在庫状況等の周知方法、平時
からの満タン給油の呼びかけといった対策について
もルール化を検討していくこととされた。
　3-6　離島振興法等におけるガソリンの低廉化

に係る事業の位置づけ
　離島振興法や奄美法、小笠原法は時限立法では
あったが、継続的な措置が必要として、これまで期
限到来時に延長されており、都度、法案の見直しが
行われてきた。特に、2012年における離島振興法
の改正では、目的規定に他の地域に比較して厳しい

自然的社会的条件下にある離島の現状と背景の明確
化、地域間交流の促進、無人離島の増加および人口
の著しい減少の防止、定住の促進等、離島振興の目
的の拡大などが明記された。また、これに加えて、
これまでの施設等のハード支援だけでなく、人の往
来および物資の流通に要する費用の低廉化、再生可
能エネルギーの活用に対する支援、離島のガソリン
流通コスト軽減対策の推進といったソフト施策に係
る規定の充実、新たな仕組みとなる離島活性化交付
金等事業計画の創設および当該計画に基づく交付金
等の交付といった基本施策の充実が図られた。さら
に、その翌年には奄美法、小笠原法の改正がなされ、
離島振興法と同様に、定住の促進等が目的規定に追
加されるとともに、人の往来および物資の流通に要
する費用の低廉化、再生可能エネルギーの活用に対
する支援、離島のガソリン流通コスト軽減対策の推
進といったソフト施策に係る規定の充実化が図られ
た。これにより、各地方自治体で策定する振興計画
等において、ガソリン流通コストの低廉化について
も明示的に盛り込まれるようになり、国として、こ
の地方自治体の施策の推進に対して適切な配慮、必
要な財政上の措置を講じることが求められることと
なった。
　また、わが国の領海、排他的経済水域等を適切に
管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国
境離島地域が有するわが国の領海、排他的経済水域
等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持
するため、有人国境離島地域の保全およびその地域
のうち、継続的な居住が可能となる環境を整備する
ことが特に必要と認められる特定有人国境離島地域
に係る地域社会の維持について、特別の措置を講ず
る必要があるとして、2016年に有人国境離島地域
の保全および特定有人国境離島地域に係る地域社会
の維持に関する特別措置法が成立し、翌年4月1日
に施行された。
　同法に基づき、策定された地域社会の維持に関す
る基本的方針には、基本的な事項として大きく分け
て3つの事項（航路・航空路運賃の低廉化、物資の
費用の負担の軽減、雇用機会の拡充）が記載されて
いる。このうち、物資の費用の負担の軽減について
は、eコマースの拡大などにより、本土と変わらな
い料金でのサービスも拡大しており、以前よりも不
便性が緩和されている状況も見受けられる。他方で、
ガソリンの流通コストは本土に比べて割高となって
いるため、輸送形態と本土からの距離を踏まえた補

助単価を設定し、実質的なガソリン小売価格が下が
るよう支援措置を継続すること、また、離島地域に
おいてはコストの高さに加え、自然現象による安定
供給上の課題もあることから、地域の実情を踏まえ
た石油製品の安定供給対策および流通合理化対策の
構築支援を継続することとされた。
　このように、離島地域の振興、地域社会の維持の
ために必要な施策として、近年の法改正等において、
生活に密接に関係しているガソリンをはじめとする
石油製品の安定供給・低廉化に資する取り組みが明
記されるなど、これらの施策が求められる役割の重
要性は増している。

　現在、化石燃料由来のエネルギーに限らず再生可
能エネルギーをはじめ、さまざまなエネルギーの活
用が進められている。特に再生可能エネルギーにつ
いては、電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法（FIT法）をはじめとし
て、政府や各地方自治体による各種補助金などの支
援を通じ、離島においても導入が促進されている。
しかし、一方で再生可能エネルギーについては、例
えば太陽光発電や風力発電においては、天候により
発電量が左右されるため、そのバックアップ電源と
して火力発電などの調整可能な電源が必要となるこ
とや発電コストが高いといったような課題がある。
加えて離島においては、需要規模に併せて電力系統
規模が本土に比べて小さくなっていることから、
FIT法による買い取りにも限界がある。さらに電気
自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）といった
次世代自動車についても、航行距離や充電時間ある
いはコスト面での課題がある。
　燃料費抑制の取り組みは、石油製品に対する施策
だけではなく、再生可能エネルギーの活用など、他
の政策と一体的に取り組んでいくことが必要ではあ
るものの、再生可能エネルギーや次世代自動車の普
及にはまだ多くの課題があることから、当面は石油
製品が離島における主要な燃料である状況は続くと
考えられる。このため、政府として再生可能エネル
ギーや次世代自動車に係る課題解決に向けて取り組
んでいくとともに、引き続き離島における石油製品
の安定供給および低廉化を図るために取り組んでい
きたい。

　3-2　隠岐の島の事例
　島根半島の北方、40 ～ 80kmの日本海に浮かぶ
隠岐には住民が居住している4つの大きな島があ
る。この4つの島は、最も大きな島を島後、その西
南方向に所在する西の島、中ノ島、知夫利島の3つ
の島を島前と呼び、約2万3千人が居住している。
この隠岐地区における石油の物流は、当時、島後地
区は島内に設置された油槽所から地区内のサービス
ステーション（SS）にタンクローリーで配送され、
島前地区においては、境港の油槽所から貨物船を活
用して地区内のSSにドラム缶で配送されており、
それぞれの島ごとに調達を行っていた状況が隠岐地
区での石油製品の流通コストが高くなっている要因
と考えられていた。
　さらには、島後に所在する隠岐の島唯一の油槽所
において、2008年6月に燃油の混油事故が発生し、
当該油槽所が使用停止となったため、その間、島後
においては本土からタンクローリーのフェリー積み
による輸送を余儀なくされており、冬場の海象条件
の悪い時期における安定供給に支障を来す恐れも
あったことから、流通体制の再構築および流通コス
トの削減が喫緊の課題となっていた。
　そこで国の予算を活用し、元売り、地元販売業者、
地元自治体などを構成員とする委員会を立ち上げ、
計画を策定し、必要な設備を整備することなり、①
備蓄機能も兼ねることができる共同油槽所の設置お
よび油槽所の維持・運営、②配送の合理化といった
課題の解決に向けて議論が行われた。①については、
隠岐の島町が既存の油槽所を買い取り、必要な整備
を施した上で業務を民間に委託して運営することと
し、②については、流通コスト削減のために、スケー
ルメリットを生かすこととした。具体的には、石油
製品4油種（ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油）で年
間約2万キロリットル程度を消費しているこれら4
島を1つの市場と捉え、島後地区と島前地区とに分
かれていた物流体制を統合し、油槽所の運営業務を
受託している企業が、隠岐地区の共同配送業務も併
せて行うこととした。このためには、島後の油槽所
から島前地区にタンクローリーのフェリー積みによ
る輸送を可能とする必要があることから、島前地区
に所在する各SSに地下タンクを設置することによ
り、新たな供給体制が構築された。
　当該プロジェクトの実施に当たっては、石油製品
の輸送は各元売り会社が、自社系列のSSに対して
製品を輸送していたものを幹事会社が一括して自社

の製品を納入し、各社がそれぞれの系列SS向けに
卸した数量見合いを別の取引で調整する必要があっ
た。共同配送についても、幹事会社の用船状況によっ
て、各SSの仕入れのタイミングが間に合わず、在
庫切れが起きるリスクに備え、配送業者が自社のタ
ンクローリーを島まで輸送するバックアップ体制を
構築する必要や、共同配送料や油槽所の維持費の負
担方法の調整など、さまざまな問題を幅広い関係者
による合意形成を経て、ようやく実現に至った。
　3-3　離島におけるガソリン価格低廉化に向けた

取り組み（離島のガソリン流通コスト対
策事業）

　流通合理化によるコストの低減は、前述のように、
実際には、地下タンクへの入替工事など設備整備に
多額の費用が発生すること、ある程度の市場規模が
ないとコストに見合った改善効果が期待できないこ
と、油槽所の維持等に必要な費用負担の問題や輸送
方法などについて多くの関係者の間で合意形成が図
られることが必要となることなどから、容易に進め
られるものではなかった。隠岐の島同様、流通合理
化のための計画の策定を試みたものの、最終的な計
画の実行までに至らなかった離島もあるなど、実際
に具体的な成果までたどり着いた地域は限られて
いた。
　そこで、かねてより、本土との価格差の是正は離
島を抱える自治体から強く要望を受けていたことも
踏まえ、これまでの事業を廃止し、新たに2011年
度にガソリンの流通コスト対策事業を創設した。当
該事業は、本土に比べて割高となっている輸送コス
トに着目し、離島の形態を①油槽所のある離島、②
主にタンクローリーを貨物フェリーで輸送している
離島、③主にドラム缶あるいはコンテナを輸送して
いる離島に3区分し、各形態の輸送コストと本土に
おける輸送コストを算出し、本土と比べて追加的に
かかっている費用分を、石油販売事業者に対して補
助することにより、離島におけるガソリン小売価格
から当該輸送コスト相当分を引き下げるよう措置し
たものである（Fig.3）。すでに石油製品の輸送費に
係る支援措置が講じられている沖縄県に所在する離
島を除き、離島振興法、奄美法、小笠原法の対象と
なっている離島など、本土と架橋がされていない離
島に所在するSS等を調査し、補助事業の活用につ
いて意向を確認した結果、176島（2018年度現在で
は173島が支援対象）を対象として補助事業を開始
した。これにより、制度開始前には約22円／リッ

トルの価格差があったところ、事業開始の翌月には
対象離島平均で約8円値下がりした（Fig.4）。なお、
離島は消費量の違いなどから、本土に比べて価格の
改定頻度が少ない。このため、原油価格が上昇局面
であっても、本土に比べて価格は上がりにくく、逆
に原油価格が下落局面の時は、本土に比べて価格
が下がりにくい傾向があることに留意が必要であ

る。
　補助事業開始後、各島のガソリン価格をモニタリ
ングした結果、それぞれの輸送形態の中でも輸送距
離に応じてコストが異なり、いまだ大きな価格差が
生じている離島もあったことから、これらの離島に
ついては、本土からの航路時間等も加味した補助単
価に見直しを行い、翌年6月から当該単価を適用し

Table 3　離島と全国における1世帯当たりの自動車保有台数の比較

注）離島地域等は2015年4月1日現在、全国は2014年度末時点のもの
（出典）・離島地域等における1世帯当たりの保有台数は離島統計年

報（2016）を基に資源エネルギー庁にて作成
　　　・全国の1世帯当たりの自動車保有台数は一般財団法人自動

車検査登録情報協会が公表している統計データを引用

Fig.1　離島の年齢別人口構成
（出典）国土審議会第16回離島振興対策分科会資料

Fig.2　ガソリン価格および原油価格の推移
（出典）資源エネルギー庁調べ

Table 2　離島地域等と全国の人口増減率の比較

注1 ）離島地域は、2018年4月1日現在、離島振興対策実施地域に指定されている255島が対象。
　2 ）奄美群島および小笠原諸島は、奄美法または小笠原法に基づき、それぞれ指定されている島が対象。
　3 ）離島地域等は当該離島地域、奄美群島および小笠原諸島の合計

（出典）国土審議会第16回離島振興対策分科会資料を基に資源エネルギー庁において一部追記
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　離島は四方を海等に囲まれ、人口減少が長期にわ
たり継続、高齢化が急速に進展するなど、他の地域
に比較して厳しい自然的社会的条件にあり、生活に
必要な物資等の輸送に要する費用が多額である。一
方で、離島はわが国の領域、排他的経済水域等の保

全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境
の保全、自然との触れ合いの場および機会の提供、
食料の安定的な供給等、わが国と国民の利益の保護
および増進に重要な役割を担っている。こうしたこ
とを踏まえ、居住する者のいない離島の増加および
離島における著しい人口の減少の防止等のため、政
府は、離島振興法等の法律を制定し、離島の振興の
ために必要となるさまざまな施策を講じている。
　ここでは、離島の現状や離島関係法令について触
れるとともに、エネルギーの安定供給確保や流通合
理化の観点から資源エネルギー庁が実施している施
策について紹介したい。

　現在、わが国には約400の有人離島が存在してい
るが、離島は前述のとおり、四方を海等に囲まれ、
他の地域に比べて厳しい自然的社会的条件下にあ
る。このため、離島の経済力の向上、島民生活の安
定および福祉の向上を図ることなどを目的として、
1953年に離島振興法が制定された。同法では離島
振興対策地域を指定し、関係都道府県知事が当該地
域の離島振興計画を策定し、国は離島振興計画の実
施に必要な経費を財政の許す範囲内で予算に計上す
ることとされている。
　これに加えて、奄美群島、小笠原諸島がそれぞれ
わが国に返還されたことに伴い、これらの島々の特
殊事情に鑑み、基礎条件の改善、地理的および自然
的特性に即した振興開発を図ることにより、住民の
生活および福祉を向上させるため、それぞれ返還さ
れた翌年に奄美群島振興開発特別措置法（奄美法）、
小笠原諸島振興開発特別措置（小笠原法）が制定さ
れた。
　これらの法律が制定されたことにより、別に特別
措置法が定められている沖縄の離島を除き、267の
島々（2018年4月1日現在）について、各地方自治
体が策定した計画に基づいたインフラ整備、産業振
興などに係るさまざまな施策が講じられているとこ
ろである。
　この267の島々の人口推移および年齢別の構成を
見ると、Table 1、2およびFig.1のとおり、現在約
50万人が居住しているが、小笠原諸島を除き、全国
を大きく上回る割合で人口が減少している。また、
少子高齢化および若年層を中心とする人口流出の結
果、逆ピラミッド型を形成する人口構成となっている。
　また、離島における自動車保有台数を見ると、全
国と比べて1世帯当たりの自動車保有台数が多い

（Table 3）。これは離島には鉄道がなく、公共交通
機関もバスに限られているためと考えられ、このこ

とから島内における移動は自動車が主な手段となっ
ていることがうかがえる。
　このように自動車は、離島において欠かせない移
動手段となっている一方で、その主要な燃料である
ガソリンの小売価格は、本土に比べて割高となって
いる。これは、本土に比べて、燃料を離島に運ぶた
めのタンカー・フェリー運賃等の輸送費や離島にお
ける油槽所の運営費などが追加で必要になることに
加え、販売量が少ないため、単位数量当たりの必要
経費が相対的に高くなることなどの理由によるため
である。また、これに加えて、離島は四方を海に囲
まれており、タンカー等による輸送が気象条件に左
右されるなどの課題もあることから、離島における
ガソリンの安定供給および低廉化は、島民が生活し
ていく上で重要な課題となっている。
　なお、沖縄県については1972年の本土復帰に伴
い、揮発油税法・地方揮発油税法が適用されること
になった際、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する
法律」および「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適
用の特別措置に関する政令」により、一定期間、県
内の揮発油に対する「揮発油税及び地方揮発油税」

（国税）に1キロリットル当たり7,000円の軽減措置
が取られている（2015年度の税制改正において
2020年度までの5年間の延長措置がなされている）。
また、本土復帰前の沖縄県では、給油所建設の規
制や石油製品の県内全島統一価格制度（プール価
格制）が実施されており、離島においても沖縄本
島と同じ価格で石油が販売されていた。しかし、
本土復帰により、全島統一価格制が廃止されるこ
とに伴い、離島と本島との間に輸送コスト負担に
よる価格差の生じることが懸念されたことから、
沖縄県が前述の軽減措置を前提に、揮発油1キロ
リットル当たり1,500円の石油価格調整税（県税）
を課税し、その税収を実質的な財源として、県内
離島への輸送コストを補助する石油製品輸送等補
助事業を実施している。

　3-1　原油価格の高騰と離島に対する政府の価格
高騰対策

　このように本土に比べて割高となっているガソリ
ンは、島民の主な移動手段であり、自動車に欠かせ
ない燃料であるものの、かねてから輸送コストの改
善が求められていた。
　もとよりガソリン価格が高かったことに加えて、
2007年初頃から原油価格が急激に高騰し、この影
響を受けて離島においても、さらにガソリン価格が
上昇していた。この原油価格の高騰に対応するため、
同年12月に原油高騰・下請中小企業に関する緊急
対策関係閣僚会議が開催され、離島対策としても離
島航路対策、地方バス路線対策に係る地方負担の他、
生活困窮者に対する灯油購入費助成など、地方公共
団体が自主的に行う原油価格高騰対策に要する経費
に対する特別交付税の措置などを盛り込んだ対策

（基本方針）が打ち出された。その後、ガソリン価
格については、一時的に揮発油税の暫定税率が失効
したことによる値下がりがあったものの、原油価格
は上昇を続け、2008年6月には85円／リットルと
なり、同年6月に原油等高騰に関する緊急対策関係
閣僚会議を開催し、緊急対策を講じることとされた。

この中で、離島における石油製品価格対策として「石
油製品の流通合理化により運送コスト等の低減を図
るため、流通合理化に向けた設備投資に対する支援
等を検討する」ことが掲げられた。
　なお、この後もガソリン価格は原油高騰に伴って
上昇を続け、同年8月では、レギュラーガソリンの
価格は約184円／リットルまで上昇した後、リーマ
ンショックを契機に原油価格とともにガソリン価格
も急落した（Fig.2）。
 　同会議において打ち出された対策を踏まえ、
2008年度補正予算において、①自治体や地域の石油
流通関係者による地域ぐるみの具体策の検討に要す
る経費に対する支援、②地域の検討を踏まえた流通
合理化に資する事業に必要な設備投資（油槽所タン
クの建設・廃棄、タンクローリーの購入など）に対
する支援を行うための予算が措置（～ 2010年度）
され、離島が所在する都道府県に対する説明会実施
を経て、2010年度までに4つの地域でプロジェクト
が実施された。ここでは、そのうち隠岐の島の事例
について紹介したい。

た。その一方で、事業を継続していく中で、特に本
土に近い距離にある離島では、本土より価格が安く
なる逆転現象が発生している離島も出てきたことか
ら、これらの離島については補助単価を引き下げ、
逆格差の是正を図ることとなった。
　こうした取り組みを通じて、昨年夏以降の断続的
な原油価格高騰による小売価格の上昇といった影響
などもあるものの、足元ではFig.4のとおり、対象
離島平均で本土との価格差は12.9円／リットル（2018
年5月時点）に縮小している。
　3-4　離島への石油製品の安定・効率的な供給体

制の構築支援事業
　前述のとおり、島全体における石油製品の安定供
給の確保や流通合理化を進めるためには、川上から
川下までの流通経路全体、さらには地域の自治体も
含めた問題意識の共有、課題の解決に向けた合意形
成が図られることが必要となることから、具体的な
成果までたどり着くことは容易ではない。このため、
個々の事業者だけの取り組みでは限界があること、
貨物船等の輸送経路に変化が起きた場合など、環境
に変化が生じた場合には、島内関係者の利害関係を
超えた調整が必要となることから、ガソリンの流通
コスト対策事業に加え、離島における石油製品の安
定・効率的な供給体制の構築支援事業を2013年度
に創設し、安定供給・流通合理化に係る対策策定支
援と流通コスト対策支援の2本立てで支援策を講じ
ることとした。ここで本事業を活用して安定供給体
制の構築を行った事例を紹介したい。
　3-5　与論島の事例
　鹿児島県から南へ590km、沖縄本島最北端の辺
戸岬から21kmの地点に浮かぶ与論島には約5千人
が居住している。与論島における石油製品の物流経
路は、本土から島内に所在する油槽所にタンカーで
運ばれた後、基本的には当該油槽所から島内のSS
に配送されている。しかし、本島は接岸港が外洋に
直接面して時化の影響を受けやすい環境下にあり、
台風の時期においては航海が制限され、島に近づけ
ず、また冬場の時化等では、岸壁周辺の波が高いた
め接岸や荷役作業が行えず、配送が遅れることが
あった。それでもこれまでは島内に在庫がなくなる
事態にまでは至っていなかったが、2012年に相次
ぐ台風の影響により、タンカーが港に接岸できない
状況が続いた結果、油槽所の石油製品の在庫が尽き、
島内のSSにおいても、販売制限をしたものの在庫
が尽きる事態が生じた。以前から、卸事業者におい

て台風のシーズン前に在庫の積み増しを行うなどの
対策を講じてきてはいたが、個社の取り組みだけで
は限界があったことから、当該事業を活用し、石油
製品販売事業者や自治体関係者により、安定供給体
制の構築が検討された。
　課題の解決に向けては、油槽所の新規整備、タン
カーの新造、港の改修、フェリーへのタンクローリー
積みによる代替輸送、既存設備を活用した製品備蓄
といった方策が考えられた。しかし、人口約5,000
人の島に新たに油槽所を造ることやタンカーの新造
は、安定供給対策としては有効なものの、大幅なコ
スト増となることから、現実的ではなく、港の改修
も多大なコストを伴うとともに長期にわたる工事が
必要となる。また、フェリーでの代替輸送は、ガソ
リンを積んだタンクローリーを運べるフェリーがな
いことから、既存の設備を活用した備蓄を検討する
こととなった。
　まず、既存の設備を活用した備蓄の方法について
は、油槽所または各SSのタンクを活用する2つが
考えられるが、どちらの場合においても、供給量を
大きく上回る在庫の保管は経済的負担が大きくな
り、SSの事業者は小売価格に転嫁せざるを得なく
なるため、与論町が供給の不安定な時期の間、一時
的に石油製品を買い上げ、油槽所に在庫として積み
増しを行うこととした。また、対策期間終了後にお
いては、当該在庫を買い上げた価格と同じ価格で油
槽所の管理者に払い下げることにより、コストを最
小限に抑え、実質対策期間中の管理委託費のみ町が
負担する方策を取ることとした。次に備蓄する油種
については、例年の石油製品の需給動向を調査した
結果、過去にタンカーが入港してから次回入港日ま
での最長期間で在庫切れになる可能性があったガソ
リンの備蓄を行うこととした。また、これまで在庫
切れが生じた場合における対策が決まっていなかっ
たことから、これに併せて、優先供給先や消費者へ
の販売制限への理解、在庫状況等の周知方法、平時
からの満タン給油の呼びかけといった対策について
もルール化を検討していくこととされた。
　3-6　離島振興法等におけるガソリンの低廉化

に係る事業の位置づけ
　離島振興法や奄美法、小笠原法は時限立法では
あったが、継続的な措置が必要として、これまで期
限到来時に延長されており、都度、法案の見直しが
行われてきた。特に、2012年における離島振興法
の改正では、目的規定に他の地域に比較して厳しい

自然的社会的条件下にある離島の現状と背景の明確
化、地域間交流の促進、無人離島の増加および人口
の著しい減少の防止、定住の促進等、離島振興の目
的の拡大などが明記された。また、これに加えて、
これまでの施設等のハード支援だけでなく、人の往
来および物資の流通に要する費用の低廉化、再生可
能エネルギーの活用に対する支援、離島のガソリン
流通コスト軽減対策の推進といったソフト施策に係
る規定の充実、新たな仕組みとなる離島活性化交付
金等事業計画の創設および当該計画に基づく交付金
等の交付といった基本施策の充実が図られた。さら
に、その翌年には奄美法、小笠原法の改正がなされ、
離島振興法と同様に、定住の促進等が目的規定に追
加されるとともに、人の往来および物資の流通に要
する費用の低廉化、再生可能エネルギーの活用に対
する支援、離島のガソリン流通コスト軽減対策の推
進といったソフト施策に係る規定の充実化が図られ
た。これにより、各地方自治体で策定する振興計画
等において、ガソリン流通コストの低廉化について
も明示的に盛り込まれるようになり、国として、こ
の地方自治体の施策の推進に対して適切な配慮、必
要な財政上の措置を講じることが求められることと
なった。
　また、わが国の領海、排他的経済水域等を適切に
管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国
境離島地域が有するわが国の領海、排他的経済水域
等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持
するため、有人国境離島地域の保全およびその地域
のうち、継続的な居住が可能となる環境を整備する
ことが特に必要と認められる特定有人国境離島地域
に係る地域社会の維持について、特別の措置を講ず
る必要があるとして、2016年に有人国境離島地域
の保全および特定有人国境離島地域に係る地域社会
の維持に関する特別措置法が成立し、翌年4月1日
に施行された。
　同法に基づき、策定された地域社会の維持に関す
る基本的方針には、基本的な事項として大きく分け
て3つの事項（航路・航空路運賃の低廉化、物資の
費用の負担の軽減、雇用機会の拡充）が記載されて
いる。このうち、物資の費用の負担の軽減について
は、eコマースの拡大などにより、本土と変わらな
い料金でのサービスも拡大しており、以前よりも不
便性が緩和されている状況も見受けられる。他方で、
ガソリンの流通コストは本土に比べて割高となって
いるため、輸送形態と本土からの距離を踏まえた補

助単価を設定し、実質的なガソリン小売価格が下が
るよう支援措置を継続すること、また、離島地域に
おいてはコストの高さに加え、自然現象による安定
供給上の課題もあることから、地域の実情を踏まえ
た石油製品の安定供給対策および流通合理化対策の
構築支援を継続することとされた。
　このように、離島地域の振興、地域社会の維持の
ために必要な施策として、近年の法改正等において、
生活に密接に関係しているガソリンをはじめとする
石油製品の安定供給・低廉化に資する取り組みが明
記されるなど、これらの施策が求められる役割の重
要性は増している。

　現在、化石燃料由来のエネルギーに限らず再生可
能エネルギーをはじめ、さまざまなエネルギーの活
用が進められている。特に再生可能エネルギーにつ
いては、電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法（FIT法）をはじめとし
て、政府や各地方自治体による各種補助金などの支
援を通じ、離島においても導入が促進されている。
しかし、一方で再生可能エネルギーについては、例
えば太陽光発電や風力発電においては、天候により
発電量が左右されるため、そのバックアップ電源と
して火力発電などの調整可能な電源が必要となるこ
とや発電コストが高いといったような課題がある。
加えて離島においては、需要規模に併せて電力系統
規模が本土に比べて小さくなっていることから、
FIT法による買い取りにも限界がある。さらに電気
自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）といった
次世代自動車についても、航行距離や充電時間ある
いはコスト面での課題がある。
　燃料費抑制の取り組みは、石油製品に対する施策
だけではなく、再生可能エネルギーの活用など、他
の政策と一体的に取り組んでいくことが必要ではあ
るものの、再生可能エネルギーや次世代自動車の普
及にはまだ多くの課題があることから、当面は石油
製品が離島における主要な燃料である状況は続くと
考えられる。このため、政府として再生可能エネル
ギーや次世代自動車に係る課題解決に向けて取り組
んでいくとともに、引き続き離島における石油製品
の安定供給および低廉化を図るために取り組んでい
きたい。
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　3-2　隠岐の島の事例
　島根半島の北方、40 ～ 80kmの日本海に浮かぶ
隠岐には住民が居住している4つの大きな島があ
る。この4つの島は、最も大きな島を島後、その西
南方向に所在する西の島、中ノ島、知夫利島の3つ
の島を島前と呼び、約2万3千人が居住している。
この隠岐地区における石油の物流は、当時、島後地
区は島内に設置された油槽所から地区内のサービス
ステーション（SS）にタンクローリーで配送され、
島前地区においては、境港の油槽所から貨物船を活
用して地区内のSSにドラム缶で配送されており、
それぞれの島ごとに調達を行っていた状況が隠岐地
区での石油製品の流通コストが高くなっている要因
と考えられていた。
　さらには、島後に所在する隠岐の島唯一の油槽所
において、2008年6月に燃油の混油事故が発生し、
当該油槽所が使用停止となったため、その間、島後
においては本土からタンクローリーのフェリー積み
による輸送を余儀なくされており、冬場の海象条件
の悪い時期における安定供給に支障を来す恐れも
あったことから、流通体制の再構築および流通コス
トの削減が喫緊の課題となっていた。
　そこで国の予算を活用し、元売り、地元販売業者、
地元自治体などを構成員とする委員会を立ち上げ、
計画を策定し、必要な設備を整備することなり、①
備蓄機能も兼ねることができる共同油槽所の設置お
よび油槽所の維持・運営、②配送の合理化といった
課題の解決に向けて議論が行われた。①については、
隠岐の島町が既存の油槽所を買い取り、必要な整備
を施した上で業務を民間に委託して運営することと
し、②については、流通コスト削減のために、スケー
ルメリットを生かすこととした。具体的には、石油
製品4油種（ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油）で年
間約2万キロリットル程度を消費しているこれら4
島を1つの市場と捉え、島後地区と島前地区とに分
かれていた物流体制を統合し、油槽所の運営業務を
受託している企業が、隠岐地区の共同配送業務も併
せて行うこととした。このためには、島後の油槽所
から島前地区にタンクローリーのフェリー積みによ
る輸送を可能とする必要があることから、島前地区
に所在する各SSに地下タンクを設置することによ
り、新たな供給体制が構築された。
　当該プロジェクトの実施に当たっては、石油製品
の輸送は各元売り会社が、自社系列のSSに対して
製品を輸送していたものを幹事会社が一括して自社

の製品を納入し、各社がそれぞれの系列SS向けに
卸した数量見合いを別の取引で調整する必要があっ
た。共同配送についても、幹事会社の用船状況によっ
て、各SSの仕入れのタイミングが間に合わず、在
庫切れが起きるリスクに備え、配送業者が自社のタ
ンクローリーを島まで輸送するバックアップ体制を
構築する必要や、共同配送料や油槽所の維持費の負
担方法の調整など、さまざまな問題を幅広い関係者
による合意形成を経て、ようやく実現に至った。
　3-3　離島におけるガソリン価格低廉化に向けた

取り組み（離島のガソリン流通コスト対
策事業）

　流通合理化によるコストの低減は、前述のように、
実際には、地下タンクへの入替工事など設備整備に
多額の費用が発生すること、ある程度の市場規模が
ないとコストに見合った改善効果が期待できないこ
と、油槽所の維持等に必要な費用負担の問題や輸送
方法などについて多くの関係者の間で合意形成が図
られることが必要となることなどから、容易に進め
られるものではなかった。隠岐の島同様、流通合理
化のための計画の策定を試みたものの、最終的な計
画の実行までに至らなかった離島もあるなど、実際
に具体的な成果までたどり着いた地域は限られて
いた。
　そこで、かねてより、本土との価格差の是正は離
島を抱える自治体から強く要望を受けていたことも
踏まえ、これまでの事業を廃止し、新たに2011年
度にガソリンの流通コスト対策事業を創設した。当
該事業は、本土に比べて割高となっている輸送コス
トに着目し、離島の形態を①油槽所のある離島、②
主にタンクローリーを貨物フェリーで輸送している
離島、③主にドラム缶あるいはコンテナを輸送して
いる離島に3区分し、各形態の輸送コストと本土に
おける輸送コストを算出し、本土と比べて追加的に
かかっている費用分を、石油販売事業者に対して補
助することにより、離島におけるガソリン小売価格
から当該輸送コスト相当分を引き下げるよう措置し
たものである（Fig.3）。すでに石油製品の輸送費に
係る支援措置が講じられている沖縄県に所在する離
島を除き、離島振興法、奄美法、小笠原法の対象と
なっている離島など、本土と架橋がされていない離
島に所在するSS等を調査し、補助事業の活用につ
いて意向を確認した結果、176島（2018年度現在で
は173島が支援対象）を対象として補助事業を開始
した。これにより、制度開始前には約22円／リッ

トルの価格差があったところ、事業開始の翌月には
対象離島平均で約8円値下がりした（Fig.4）。なお、
離島は消費量の違いなどから、本土に比べて価格の
改定頻度が少ない。このため、原油価格が上昇局面
であっても、本土に比べて価格は上がりにくく、逆
に原油価格が下落局面の時は、本土に比べて価格
が下がりにくい傾向があることに留意が必要であ

る。
　補助事業開始後、各島のガソリン価格をモニタリ
ングした結果、それぞれの輸送形態の中でも輸送距
離に応じてコストが異なり、いまだ大きな価格差が
生じている離島もあったことから、これらの離島に
ついては、本土からの航路時間等も加味した補助単
価に見直しを行い、翌年6月から当該単価を適用し



　離島は四方を海等に囲まれ、人口減少が長期にわ
たり継続、高齢化が急速に進展するなど、他の地域
に比較して厳しい自然的社会的条件にあり、生活に
必要な物資等の輸送に要する費用が多額である。一
方で、離島はわが国の領域、排他的経済水域等の保

全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境
の保全、自然との触れ合いの場および機会の提供、
食料の安定的な供給等、わが国と国民の利益の保護
および増進に重要な役割を担っている。こうしたこ
とを踏まえ、居住する者のいない離島の増加および
離島における著しい人口の減少の防止等のため、政
府は、離島振興法等の法律を制定し、離島の振興の
ために必要となるさまざまな施策を講じている。
　ここでは、離島の現状や離島関係法令について触
れるとともに、エネルギーの安定供給確保や流通合
理化の観点から資源エネルギー庁が実施している施
策について紹介したい。

　現在、わが国には約400の有人離島が存在してい
るが、離島は前述のとおり、四方を海等に囲まれ、
他の地域に比べて厳しい自然的社会的条件下にあ
る。このため、離島の経済力の向上、島民生活の安
定および福祉の向上を図ることなどを目的として、
1953年に離島振興法が制定された。同法では離島
振興対策地域を指定し、関係都道府県知事が当該地
域の離島振興計画を策定し、国は離島振興計画の実
施に必要な経費を財政の許す範囲内で予算に計上す
ることとされている。
　これに加えて、奄美群島、小笠原諸島がそれぞれ
わが国に返還されたことに伴い、これらの島々の特
殊事情に鑑み、基礎条件の改善、地理的および自然
的特性に即した振興開発を図ることにより、住民の
生活および福祉を向上させるため、それぞれ返還さ
れた翌年に奄美群島振興開発特別措置法（奄美法）、
小笠原諸島振興開発特別措置（小笠原法）が制定さ
れた。
　これらの法律が制定されたことにより、別に特別
措置法が定められている沖縄の離島を除き、267の
島々（2018年4月1日現在）について、各地方自治
体が策定した計画に基づいたインフラ整備、産業振
興などに係るさまざまな施策が講じられているとこ
ろである。
　この267の島々の人口推移および年齢別の構成を
見ると、Table 1、2およびFig.1のとおり、現在約
50万人が居住しているが、小笠原諸島を除き、全国
を大きく上回る割合で人口が減少している。また、
少子高齢化および若年層を中心とする人口流出の結
果、逆ピラミッド型を形成する人口構成となっている。
　また、離島における自動車保有台数を見ると、全
国と比べて1世帯当たりの自動車保有台数が多い

（Table 3）。これは離島には鉄道がなく、公共交通
機関もバスに限られているためと考えられ、このこ

とから島内における移動は自動車が主な手段となっ
ていることがうかがえる。
　このように自動車は、離島において欠かせない移
動手段となっている一方で、その主要な燃料である
ガソリンの小売価格は、本土に比べて割高となって
いる。これは、本土に比べて、燃料を離島に運ぶた
めのタンカー・フェリー運賃等の輸送費や離島にお
ける油槽所の運営費などが追加で必要になることに
加え、販売量が少ないため、単位数量当たりの必要
経費が相対的に高くなることなどの理由によるため
である。また、これに加えて、離島は四方を海に囲
まれており、タンカー等による輸送が気象条件に左
右されるなどの課題もあることから、離島における
ガソリンの安定供給および低廉化は、島民が生活し
ていく上で重要な課題となっている。
　なお、沖縄県については1972年の本土復帰に伴
い、揮発油税法・地方揮発油税法が適用されること
になった際、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する
法律」および「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適
用の特別措置に関する政令」により、一定期間、県
内の揮発油に対する「揮発油税及び地方揮発油税」

（国税）に1キロリットル当たり7,000円の軽減措置
が取られている（2015年度の税制改正において
2020年度までの5年間の延長措置がなされている）。
また、本土復帰前の沖縄県では、給油所建設の規
制や石油製品の県内全島統一価格制度（プール価
格制）が実施されており、離島においても沖縄本
島と同じ価格で石油が販売されていた。しかし、
本土復帰により、全島統一価格制が廃止されるこ
とに伴い、離島と本島との間に輸送コスト負担に
よる価格差の生じることが懸念されたことから、
沖縄県が前述の軽減措置を前提に、揮発油1キロ
リットル当たり1,500円の石油価格調整税（県税）
を課税し、その税収を実質的な財源として、県内
離島への輸送コストを補助する石油製品輸送等補
助事業を実施している。

　3-1　原油価格の高騰と離島に対する政府の価格
高騰対策

　このように本土に比べて割高となっているガソリ
ンは、島民の主な移動手段であり、自動車に欠かせ
ない燃料であるものの、かねてから輸送コストの改
善が求められていた。
　もとよりガソリン価格が高かったことに加えて、
2007年初頃から原油価格が急激に高騰し、この影
響を受けて離島においても、さらにガソリン価格が
上昇していた。この原油価格の高騰に対応するため、
同年12月に原油高騰・下請中小企業に関する緊急
対策関係閣僚会議が開催され、離島対策としても離
島航路対策、地方バス路線対策に係る地方負担の他、
生活困窮者に対する灯油購入費助成など、地方公共
団体が自主的に行う原油価格高騰対策に要する経費
に対する特別交付税の措置などを盛り込んだ対策

（基本方針）が打ち出された。その後、ガソリン価
格については、一時的に揮発油税の暫定税率が失効
したことによる値下がりがあったものの、原油価格
は上昇を続け、2008年6月には85円／リットルと
なり、同年6月に原油等高騰に関する緊急対策関係
閣僚会議を開催し、緊急対策を講じることとされた。

この中で、離島における石油製品価格対策として「石
油製品の流通合理化により運送コスト等の低減を図
るため、流通合理化に向けた設備投資に対する支援
等を検討する」ことが掲げられた。
　なお、この後もガソリン価格は原油高騰に伴って
上昇を続け、同年8月では、レギュラーガソリンの
価格は約184円／リットルまで上昇した後、リーマ
ンショックを契機に原油価格とともにガソリン価格
も急落した（Fig.2）。
 　同会議において打ち出された対策を踏まえ、
2008年度補正予算において、①自治体や地域の石油
流通関係者による地域ぐるみの具体策の検討に要す
る経費に対する支援、②地域の検討を踏まえた流通
合理化に資する事業に必要な設備投資（油槽所タン
クの建設・廃棄、タンクローリーの購入など）に対
する支援を行うための予算が措置（～ 2010年度）
され、離島が所在する都道府県に対する説明会実施
を経て、2010年度までに4つの地域でプロジェクト
が実施された。ここでは、そのうち隠岐の島の事例
について紹介したい。

た。その一方で、事業を継続していく中で、特に本
土に近い距離にある離島では、本土より価格が安く
なる逆転現象が発生している離島も出てきたことか
ら、これらの離島については補助単価を引き下げ、
逆格差の是正を図ることとなった。
　こうした取り組みを通じて、昨年夏以降の断続的
な原油価格高騰による小売価格の上昇といった影響
などもあるものの、足元ではFig.4のとおり、対象
離島平均で本土との価格差は12.9円／リットル（2018
年5月時点）に縮小している。
　3-4　離島への石油製品の安定・効率的な供給体

制の構築支援事業
　前述のとおり、島全体における石油製品の安定供
給の確保や流通合理化を進めるためには、川上から
川下までの流通経路全体、さらには地域の自治体も
含めた問題意識の共有、課題の解決に向けた合意形
成が図られることが必要となることから、具体的な
成果までたどり着くことは容易ではない。このため、
個々の事業者だけの取り組みでは限界があること、
貨物船等の輸送経路に変化が起きた場合など、環境
に変化が生じた場合には、島内関係者の利害関係を
超えた調整が必要となることから、ガソリンの流通
コスト対策事業に加え、離島における石油製品の安
定・効率的な供給体制の構築支援事業を2013年度
に創設し、安定供給・流通合理化に係る対策策定支
援と流通コスト対策支援の2本立てで支援策を講じ
ることとした。ここで本事業を活用して安定供給体
制の構築を行った事例を紹介したい。
　3-5　与論島の事例
　鹿児島県から南へ590km、沖縄本島最北端の辺
戸岬から21kmの地点に浮かぶ与論島には約5千人
が居住している。与論島における石油製品の物流経
路は、本土から島内に所在する油槽所にタンカーで
運ばれた後、基本的には当該油槽所から島内のSS
に配送されている。しかし、本島は接岸港が外洋に
直接面して時化の影響を受けやすい環境下にあり、
台風の時期においては航海が制限され、島に近づけ
ず、また冬場の時化等では、岸壁周辺の波が高いた
め接岸や荷役作業が行えず、配送が遅れることが
あった。それでもこれまでは島内に在庫がなくなる
事態にまでは至っていなかったが、2012年に相次
ぐ台風の影響により、タンカーが港に接岸できない
状況が続いた結果、油槽所の石油製品の在庫が尽き、
島内のSSにおいても、販売制限をしたものの在庫
が尽きる事態が生じた。以前から、卸事業者におい

て台風のシーズン前に在庫の積み増しを行うなどの
対策を講じてきてはいたが、個社の取り組みだけで
は限界があったことから、当該事業を活用し、石油
製品販売事業者や自治体関係者により、安定供給体
制の構築が検討された。
　課題の解決に向けては、油槽所の新規整備、タン
カーの新造、港の改修、フェリーへのタンクローリー
積みによる代替輸送、既存設備を活用した製品備蓄
といった方策が考えられた。しかし、人口約5,000
人の島に新たに油槽所を造ることやタンカーの新造
は、安定供給対策としては有効なものの、大幅なコ
スト増となることから、現実的ではなく、港の改修
も多大なコストを伴うとともに長期にわたる工事が
必要となる。また、フェリーでの代替輸送は、ガソ
リンを積んだタンクローリーを運べるフェリーがな
いことから、既存の設備を活用した備蓄を検討する
こととなった。
　まず、既存の設備を活用した備蓄の方法について
は、油槽所または各SSのタンクを活用する2つが
考えられるが、どちらの場合においても、供給量を
大きく上回る在庫の保管は経済的負担が大きくな
り、SSの事業者は小売価格に転嫁せざるを得なく
なるため、与論町が供給の不安定な時期の間、一時
的に石油製品を買い上げ、油槽所に在庫として積み
増しを行うこととした。また、対策期間終了後にお
いては、当該在庫を買い上げた価格と同じ価格で油
槽所の管理者に払い下げることにより、コストを最
小限に抑え、実質対策期間中の管理委託費のみ町が
負担する方策を取ることとした。次に備蓄する油種
については、例年の石油製品の需給動向を調査した
結果、過去にタンカーが入港してから次回入港日ま
での最長期間で在庫切れになる可能性があったガソ
リンの備蓄を行うこととした。また、これまで在庫
切れが生じた場合における対策が決まっていなかっ
たことから、これに併せて、優先供給先や消費者へ
の販売制限への理解、在庫状況等の周知方法、平時
からの満タン給油の呼びかけといった対策について
もルール化を検討していくこととされた。
　3-6　離島振興法等におけるガソリンの低廉化

に係る事業の位置づけ
　離島振興法や奄美法、小笠原法は時限立法では
あったが、継続的な措置が必要として、これまで期
限到来時に延長されており、都度、法案の見直しが
行われてきた。特に、2012年における離島振興法
の改正では、目的規定に他の地域に比較して厳しい

自然的社会的条件下にある離島の現状と背景の明確
化、地域間交流の促進、無人離島の増加および人口
の著しい減少の防止、定住の促進等、離島振興の目
的の拡大などが明記された。また、これに加えて、
これまでの施設等のハード支援だけでなく、人の往
来および物資の流通に要する費用の低廉化、再生可
能エネルギーの活用に対する支援、離島のガソリン
流通コスト軽減対策の推進といったソフト施策に係
る規定の充実、新たな仕組みとなる離島活性化交付
金等事業計画の創設および当該計画に基づく交付金
等の交付といった基本施策の充実が図られた。さら
に、その翌年には奄美法、小笠原法の改正がなされ、
離島振興法と同様に、定住の促進等が目的規定に追
加されるとともに、人の往来および物資の流通に要
する費用の低廉化、再生可能エネルギーの活用に対
する支援、離島のガソリン流通コスト軽減対策の推
進といったソフト施策に係る規定の充実化が図られ
た。これにより、各地方自治体で策定する振興計画
等において、ガソリン流通コストの低廉化について
も明示的に盛り込まれるようになり、国として、こ
の地方自治体の施策の推進に対して適切な配慮、必
要な財政上の措置を講じることが求められることと
なった。
　また、わが国の領海、排他的経済水域等を適切に
管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国
境離島地域が有するわが国の領海、排他的経済水域
等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持
するため、有人国境離島地域の保全およびその地域
のうち、継続的な居住が可能となる環境を整備する
ことが特に必要と認められる特定有人国境離島地域
に係る地域社会の維持について、特別の措置を講ず
る必要があるとして、2016年に有人国境離島地域
の保全および特定有人国境離島地域に係る地域社会
の維持に関する特別措置法が成立し、翌年4月1日
に施行された。
　同法に基づき、策定された地域社会の維持に関す
る基本的方針には、基本的な事項として大きく分け
て3つの事項（航路・航空路運賃の低廉化、物資の
費用の負担の軽減、雇用機会の拡充）が記載されて
いる。このうち、物資の費用の負担の軽減について
は、eコマースの拡大などにより、本土と変わらな
い料金でのサービスも拡大しており、以前よりも不
便性が緩和されている状況も見受けられる。他方で、
ガソリンの流通コストは本土に比べて割高となって
いるため、輸送形態と本土からの距離を踏まえた補

助単価を設定し、実質的なガソリン小売価格が下が
るよう支援措置を継続すること、また、離島地域に
おいてはコストの高さに加え、自然現象による安定
供給上の課題もあることから、地域の実情を踏まえ
た石油製品の安定供給対策および流通合理化対策の
構築支援を継続することとされた。
　このように、離島地域の振興、地域社会の維持の
ために必要な施策として、近年の法改正等において、
生活に密接に関係しているガソリンをはじめとする
石油製品の安定供給・低廉化に資する取り組みが明
記されるなど、これらの施策が求められる役割の重
要性は増している。

　現在、化石燃料由来のエネルギーに限らず再生可
能エネルギーをはじめ、さまざまなエネルギーの活
用が進められている。特に再生可能エネルギーにつ
いては、電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法（FIT法）をはじめとし
て、政府や各地方自治体による各種補助金などの支
援を通じ、離島においても導入が促進されている。
しかし、一方で再生可能エネルギーについては、例
えば太陽光発電や風力発電においては、天候により
発電量が左右されるため、そのバックアップ電源と
して火力発電などの調整可能な電源が必要となるこ
とや発電コストが高いといったような課題がある。
加えて離島においては、需要規模に併せて電力系統
規模が本土に比べて小さくなっていることから、
FIT法による買い取りにも限界がある。さらに電気
自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）といった
次世代自動車についても、航行距離や充電時間ある
いはコスト面での課題がある。
　燃料費抑制の取り組みは、石油製品に対する施策
だけではなく、再生可能エネルギーの活用など、他
の政策と一体的に取り組んでいくことが必要ではあ
るものの、再生可能エネルギーや次世代自動車の普
及にはまだ多くの課題があることから、当面は石油
製品が離島における主要な燃料である状況は続くと
考えられる。このため、政府として再生可能エネル
ギーや次世代自動車に係る課題解決に向けて取り組
んでいくとともに、引き続き離島における石油製品
の安定供給および低廉化を図るために取り組んでい
きたい。

　3-2　隠岐の島の事例
　島根半島の北方、40 ～ 80kmの日本海に浮かぶ
隠岐には住民が居住している4つの大きな島があ
る。この4つの島は、最も大きな島を島後、その西
南方向に所在する西の島、中ノ島、知夫利島の3つ
の島を島前と呼び、約2万3千人が居住している。
この隠岐地区における石油の物流は、当時、島後地
区は島内に設置された油槽所から地区内のサービス
ステーション（SS）にタンクローリーで配送され、
島前地区においては、境港の油槽所から貨物船を活
用して地区内のSSにドラム缶で配送されており、
それぞれの島ごとに調達を行っていた状況が隠岐地
区での石油製品の流通コストが高くなっている要因
と考えられていた。
　さらには、島後に所在する隠岐の島唯一の油槽所
において、2008年6月に燃油の混油事故が発生し、
当該油槽所が使用停止となったため、その間、島後
においては本土からタンクローリーのフェリー積み
による輸送を余儀なくされており、冬場の海象条件
の悪い時期における安定供給に支障を来す恐れも
あったことから、流通体制の再構築および流通コス
トの削減が喫緊の課題となっていた。
　そこで国の予算を活用し、元売り、地元販売業者、
地元自治体などを構成員とする委員会を立ち上げ、
計画を策定し、必要な設備を整備することなり、①
備蓄機能も兼ねることができる共同油槽所の設置お
よび油槽所の維持・運営、②配送の合理化といった
課題の解決に向けて議論が行われた。①については、
隠岐の島町が既存の油槽所を買い取り、必要な整備
を施した上で業務を民間に委託して運営することと
し、②については、流通コスト削減のために、スケー
ルメリットを生かすこととした。具体的には、石油
製品4油種（ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油）で年
間約2万キロリットル程度を消費しているこれら4
島を1つの市場と捉え、島後地区と島前地区とに分
かれていた物流体制を統合し、油槽所の運営業務を
受託している企業が、隠岐地区の共同配送業務も併
せて行うこととした。このためには、島後の油槽所
から島前地区にタンクローリーのフェリー積みによ
る輸送を可能とする必要があることから、島前地区
に所在する各SSに地下タンクを設置することによ
り、新たな供給体制が構築された。
　当該プロジェクトの実施に当たっては、石油製品
の輸送は各元売り会社が、自社系列のSSに対して
製品を輸送していたものを幹事会社が一括して自社

の製品を納入し、各社がそれぞれの系列SS向けに
卸した数量見合いを別の取引で調整する必要があっ
た。共同配送についても、幹事会社の用船状況によっ
て、各SSの仕入れのタイミングが間に合わず、在
庫切れが起きるリスクに備え、配送業者が自社のタ
ンクローリーを島まで輸送するバックアップ体制を
構築する必要や、共同配送料や油槽所の維持費の負
担方法の調整など、さまざまな問題を幅広い関係者
による合意形成を経て、ようやく実現に至った。
　3-3　離島におけるガソリン価格低廉化に向けた

取り組み（離島のガソリン流通コスト対
策事業）

　流通合理化によるコストの低減は、前述のように、
実際には、地下タンクへの入替工事など設備整備に
多額の費用が発生すること、ある程度の市場規模が
ないとコストに見合った改善効果が期待できないこ
と、油槽所の維持等に必要な費用負担の問題や輸送
方法などについて多くの関係者の間で合意形成が図
られることが必要となることなどから、容易に進め
られるものではなかった。隠岐の島同様、流通合理
化のための計画の策定を試みたものの、最終的な計
画の実行までに至らなかった離島もあるなど、実際
に具体的な成果までたどり着いた地域は限られて
いた。
　そこで、かねてより、本土との価格差の是正は離
島を抱える自治体から強く要望を受けていたことも
踏まえ、これまでの事業を廃止し、新たに2011年
度にガソリンの流通コスト対策事業を創設した。当
該事業は、本土に比べて割高となっている輸送コス
トに着目し、離島の形態を①油槽所のある離島、②
主にタンクローリーを貨物フェリーで輸送している
離島、③主にドラム缶あるいはコンテナを輸送して
いる離島に3区分し、各形態の輸送コストと本土に
おける輸送コストを算出し、本土と比べて追加的に
かかっている費用分を、石油販売事業者に対して補
助することにより、離島におけるガソリン小売価格
から当該輸送コスト相当分を引き下げるよう措置し
たものである（Fig.3）。すでに石油製品の輸送費に
係る支援措置が講じられている沖縄県に所在する離
島を除き、離島振興法、奄美法、小笠原法の対象と
なっている離島など、本土と架橋がされていない離
島に所在するSS等を調査し、補助事業の活用につ
いて意向を確認した結果、176島（2018年度現在で
は173島が支援対象）を対象として補助事業を開始
した。これにより、制度開始前には約22円／リッ

（ 17 ）
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トルの価格差があったところ、事業開始の翌月には
対象離島平均で約8円値下がりした（Fig.4）。なお、
離島は消費量の違いなどから、本土に比べて価格の
改定頻度が少ない。このため、原油価格が上昇局面
であっても、本土に比べて価格は上がりにくく、逆
に原油価格が下落局面の時は、本土に比べて価格
が下がりにくい傾向があることに留意が必要であ

る。
　補助事業開始後、各島のガソリン価格をモニタリ
ングした結果、それぞれの輸送形態の中でも輸送距
離に応じてコストが異なり、いまだ大きな価格差が
生じている離島もあったことから、これらの離島に
ついては、本土からの航路時間等も加味した補助単
価に見直しを行い、翌年6月から当該単価を適用し

Fig.3　本土と離島における流通コストの価格差について

Fig.4　離島と本土におけるガソリン価格の価格差
（出典）資源エネルギー庁調べ
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　離島は四方を海等に囲まれ、人口減少が長期にわ
たり継続、高齢化が急速に進展するなど、他の地域
に比較して厳しい自然的社会的条件にあり、生活に
必要な物資等の輸送に要する費用が多額である。一
方で、離島はわが国の領域、排他的経済水域等の保

全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境
の保全、自然との触れ合いの場および機会の提供、
食料の安定的な供給等、わが国と国民の利益の保護
および増進に重要な役割を担っている。こうしたこ
とを踏まえ、居住する者のいない離島の増加および
離島における著しい人口の減少の防止等のため、政
府は、離島振興法等の法律を制定し、離島の振興の
ために必要となるさまざまな施策を講じている。
　ここでは、離島の現状や離島関係法令について触
れるとともに、エネルギーの安定供給確保や流通合
理化の観点から資源エネルギー庁が実施している施
策について紹介したい。

　現在、わが国には約400の有人離島が存在してい
るが、離島は前述のとおり、四方を海等に囲まれ、
他の地域に比べて厳しい自然的社会的条件下にあ
る。このため、離島の経済力の向上、島民生活の安
定および福祉の向上を図ることなどを目的として、
1953年に離島振興法が制定された。同法では離島
振興対策地域を指定し、関係都道府県知事が当該地
域の離島振興計画を策定し、国は離島振興計画の実
施に必要な経費を財政の許す範囲内で予算に計上す
ることとされている。
　これに加えて、奄美群島、小笠原諸島がそれぞれ
わが国に返還されたことに伴い、これらの島々の特
殊事情に鑑み、基礎条件の改善、地理的および自然
的特性に即した振興開発を図ることにより、住民の
生活および福祉を向上させるため、それぞれ返還さ
れた翌年に奄美群島振興開発特別措置法（奄美法）、
小笠原諸島振興開発特別措置（小笠原法）が制定さ
れた。
　これらの法律が制定されたことにより、別に特別
措置法が定められている沖縄の離島を除き、267の
島々（2018年4月1日現在）について、各地方自治
体が策定した計画に基づいたインフラ整備、産業振
興などに係るさまざまな施策が講じられているとこ
ろである。
　この267の島々の人口推移および年齢別の構成を
見ると、Table 1、2およびFig.1のとおり、現在約
50万人が居住しているが、小笠原諸島を除き、全国
を大きく上回る割合で人口が減少している。また、
少子高齢化および若年層を中心とする人口流出の結
果、逆ピラミッド型を形成する人口構成となっている。
　また、離島における自動車保有台数を見ると、全
国と比べて1世帯当たりの自動車保有台数が多い

（Table 3）。これは離島には鉄道がなく、公共交通
機関もバスに限られているためと考えられ、このこ

とから島内における移動は自動車が主な手段となっ
ていることがうかがえる。
　このように自動車は、離島において欠かせない移
動手段となっている一方で、その主要な燃料である
ガソリンの小売価格は、本土に比べて割高となって
いる。これは、本土に比べて、燃料を離島に運ぶた
めのタンカー・フェリー運賃等の輸送費や離島にお
ける油槽所の運営費などが追加で必要になることに
加え、販売量が少ないため、単位数量当たりの必要
経費が相対的に高くなることなどの理由によるため
である。また、これに加えて、離島は四方を海に囲
まれており、タンカー等による輸送が気象条件に左
右されるなどの課題もあることから、離島における
ガソリンの安定供給および低廉化は、島民が生活し
ていく上で重要な課題となっている。
　なお、沖縄県については1972年の本土復帰に伴
い、揮発油税法・地方揮発油税法が適用されること
になった際、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する
法律」および「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適
用の特別措置に関する政令」により、一定期間、県
内の揮発油に対する「揮発油税及び地方揮発油税」

（国税）に1キロリットル当たり7,000円の軽減措置
が取られている（2015年度の税制改正において
2020年度までの5年間の延長措置がなされている）。
また、本土復帰前の沖縄県では、給油所建設の規
制や石油製品の県内全島統一価格制度（プール価
格制）が実施されており、離島においても沖縄本
島と同じ価格で石油が販売されていた。しかし、
本土復帰により、全島統一価格制が廃止されるこ
とに伴い、離島と本島との間に輸送コスト負担に
よる価格差の生じることが懸念されたことから、
沖縄県が前述の軽減措置を前提に、揮発油1キロ
リットル当たり1,500円の石油価格調整税（県税）
を課税し、その税収を実質的な財源として、県内
離島への輸送コストを補助する石油製品輸送等補
助事業を実施している。

　3-1　原油価格の高騰と離島に対する政府の価格
高騰対策

　このように本土に比べて割高となっているガソリ
ンは、島民の主な移動手段であり、自動車に欠かせ
ない燃料であるものの、かねてから輸送コストの改
善が求められていた。
　もとよりガソリン価格が高かったことに加えて、
2007年初頃から原油価格が急激に高騰し、この影
響を受けて離島においても、さらにガソリン価格が
上昇していた。この原油価格の高騰に対応するため、
同年12月に原油高騰・下請中小企業に関する緊急
対策関係閣僚会議が開催され、離島対策としても離
島航路対策、地方バス路線対策に係る地方負担の他、
生活困窮者に対する灯油購入費助成など、地方公共
団体が自主的に行う原油価格高騰対策に要する経費
に対する特別交付税の措置などを盛り込んだ対策

（基本方針）が打ち出された。その後、ガソリン価
格については、一時的に揮発油税の暫定税率が失効
したことによる値下がりがあったものの、原油価格
は上昇を続け、2008年6月には85円／リットルと
なり、同年6月に原油等高騰に関する緊急対策関係
閣僚会議を開催し、緊急対策を講じることとされた。

この中で、離島における石油製品価格対策として「石
油製品の流通合理化により運送コスト等の低減を図
るため、流通合理化に向けた設備投資に対する支援
等を検討する」ことが掲げられた。
　なお、この後もガソリン価格は原油高騰に伴って
上昇を続け、同年8月では、レギュラーガソリンの
価格は約184円／リットルまで上昇した後、リーマ
ンショックを契機に原油価格とともにガソリン価格
も急落した（Fig.2）。
 　同会議において打ち出された対策を踏まえ、
2008年度補正予算において、①自治体や地域の石油
流通関係者による地域ぐるみの具体策の検討に要す
る経費に対する支援、②地域の検討を踏まえた流通
合理化に資する事業に必要な設備投資（油槽所タン
クの建設・廃棄、タンクローリーの購入など）に対
する支援を行うための予算が措置（～ 2010年度）
され、離島が所在する都道府県に対する説明会実施
を経て、2010年度までに4つの地域でプロジェクト
が実施された。ここでは、そのうち隠岐の島の事例
について紹介したい。
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た。その一方で、事業を継続していく中で、特に本
土に近い距離にある離島では、本土より価格が安く
なる逆転現象が発生している離島も出てきたことか
ら、これらの離島については補助単価を引き下げ、
逆格差の是正を図ることとなった。
　こうした取り組みを通じて、昨年夏以降の断続的
な原油価格高騰による小売価格の上昇といった影響
などもあるものの、足元ではFig.4のとおり、対象
離島平均で本土との価格差は12.9円／リットル（2018
年5月時点）に縮小している。
　3-4　離島への石油製品の安定・効率的な供給体

制の構築支援事業
　前述のとおり、島全体における石油製品の安定供
給の確保や流通合理化を進めるためには、川上から
川下までの流通経路全体、さらには地域の自治体も
含めた問題意識の共有、課題の解決に向けた合意形
成が図られることが必要となることから、具体的な
成果までたどり着くことは容易ではない。このため、
個々の事業者だけの取り組みでは限界があること、
貨物船等の輸送経路に変化が起きた場合など、環境
に変化が生じた場合には、島内関係者の利害関係を
超えた調整が必要となることから、ガソリンの流通
コスト対策事業に加え、離島における石油製品の安
定・効率的な供給体制の構築支援事業を2013年度
に創設し、安定供給・流通合理化に係る対策策定支
援と流通コスト対策支援の2本立てで支援策を講じ
ることとした。ここで本事業を活用して安定供給体
制の構築を行った事例を紹介したい。
　3-5　与論島の事例
　鹿児島県から南へ590km、沖縄本島最北端の辺
戸岬から21kmの地点に浮かぶ与論島には約5千人
が居住している。与論島における石油製品の物流経
路は、本土から島内に所在する油槽所にタンカーで
運ばれた後、基本的には当該油槽所から島内のSS
に配送されている。しかし、本島は接岸港が外洋に
直接面して時化の影響を受けやすい環境下にあり、
台風の時期においては航海が制限され、島に近づけ
ず、また冬場の時化等では、岸壁周辺の波が高いた
め接岸や荷役作業が行えず、配送が遅れることが
あった。それでもこれまでは島内に在庫がなくなる
事態にまでは至っていなかったが、2012年に相次
ぐ台風の影響により、タンカーが港に接岸できない
状況が続いた結果、油槽所の石油製品の在庫が尽き、
島内のSSにおいても、販売制限をしたものの在庫
が尽きる事態が生じた。以前から、卸事業者におい

て台風のシーズン前に在庫の積み増しを行うなどの
対策を講じてきてはいたが、個社の取り組みだけで
は限界があったことから、当該事業を活用し、石油
製品販売事業者や自治体関係者により、安定供給体
制の構築が検討された。
　課題の解決に向けては、油槽所の新規整備、タン
カーの新造、港の改修、フェリーへのタンクローリー
積みによる代替輸送、既存設備を活用した製品備蓄
といった方策が考えられた。しかし、人口約5,000
人の島に新たに油槽所を造ることやタンカーの新造
は、安定供給対策としては有効なものの、大幅なコ
スト増となることから、現実的ではなく、港の改修
も多大なコストを伴うとともに長期にわたる工事が
必要となる。また、フェリーでの代替輸送は、ガソ
リンを積んだタンクローリーを運べるフェリーがな
いことから、既存の設備を活用した備蓄を検討する
こととなった。
　まず、既存の設備を活用した備蓄の方法について
は、油槽所または各SSのタンクを活用する2つが
考えられるが、どちらの場合においても、供給量を
大きく上回る在庫の保管は経済的負担が大きくな
り、SSの事業者は小売価格に転嫁せざるを得なく
なるため、与論町が供給の不安定な時期の間、一時
的に石油製品を買い上げ、油槽所に在庫として積み
増しを行うこととした。また、対策期間終了後にお
いては、当該在庫を買い上げた価格と同じ価格で油
槽所の管理者に払い下げることにより、コストを最
小限に抑え、実質対策期間中の管理委託費のみ町が
負担する方策を取ることとした。次に備蓄する油種
については、例年の石油製品の需給動向を調査した
結果、過去にタンカーが入港してから次回入港日ま
での最長期間で在庫切れになる可能性があったガソ
リンの備蓄を行うこととした。また、これまで在庫
切れが生じた場合における対策が決まっていなかっ
たことから、これに併せて、優先供給先や消費者へ
の販売制限への理解、在庫状況等の周知方法、平時
からの満タン給油の呼びかけといった対策について
もルール化を検討していくこととされた。
　3-6　離島振興法等におけるガソリンの低廉化

に係る事業の位置づけ
　離島振興法や奄美法、小笠原法は時限立法では
あったが、継続的な措置が必要として、これまで期
限到来時に延長されており、都度、法案の見直しが
行われてきた。特に、2012年における離島振興法
の改正では、目的規定に他の地域に比較して厳しい

自然的社会的条件下にある離島の現状と背景の明確
化、地域間交流の促進、無人離島の増加および人口
の著しい減少の防止、定住の促進等、離島振興の目
的の拡大などが明記された。また、これに加えて、
これまでの施設等のハード支援だけでなく、人の往
来および物資の流通に要する費用の低廉化、再生可
能エネルギーの活用に対する支援、離島のガソリン
流通コスト軽減対策の推進といったソフト施策に係
る規定の充実、新たな仕組みとなる離島活性化交付
金等事業計画の創設および当該計画に基づく交付金
等の交付といった基本施策の充実が図られた。さら
に、その翌年には奄美法、小笠原法の改正がなされ、
離島振興法と同様に、定住の促進等が目的規定に追
加されるとともに、人の往来および物資の流通に要
する費用の低廉化、再生可能エネルギーの活用に対
する支援、離島のガソリン流通コスト軽減対策の推
進といったソフト施策に係る規定の充実化が図られ
た。これにより、各地方自治体で策定する振興計画
等において、ガソリン流通コストの低廉化について
も明示的に盛り込まれるようになり、国として、こ
の地方自治体の施策の推進に対して適切な配慮、必
要な財政上の措置を講じることが求められることと
なった。
　また、わが国の領海、排他的経済水域等を適切に
管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国
境離島地域が有するわが国の領海、排他的経済水域
等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持
するため、有人国境離島地域の保全およびその地域
のうち、継続的な居住が可能となる環境を整備する
ことが特に必要と認められる特定有人国境離島地域
に係る地域社会の維持について、特別の措置を講ず
る必要があるとして、2016年に有人国境離島地域
の保全および特定有人国境離島地域に係る地域社会
の維持に関する特別措置法が成立し、翌年4月1日
に施行された。
　同法に基づき、策定された地域社会の維持に関す
る基本的方針には、基本的な事項として大きく分け
て3つの事項（航路・航空路運賃の低廉化、物資の
費用の負担の軽減、雇用機会の拡充）が記載されて
いる。このうち、物資の費用の負担の軽減について
は、eコマースの拡大などにより、本土と変わらな
い料金でのサービスも拡大しており、以前よりも不
便性が緩和されている状況も見受けられる。他方で、
ガソリンの流通コストは本土に比べて割高となって
いるため、輸送形態と本土からの距離を踏まえた補

助単価を設定し、実質的なガソリン小売価格が下が
るよう支援措置を継続すること、また、離島地域に
おいてはコストの高さに加え、自然現象による安定
供給上の課題もあることから、地域の実情を踏まえ
た石油製品の安定供給対策および流通合理化対策の
構築支援を継続することとされた。
　このように、離島地域の振興、地域社会の維持の
ために必要な施策として、近年の法改正等において、
生活に密接に関係しているガソリンをはじめとする
石油製品の安定供給・低廉化に資する取り組みが明
記されるなど、これらの施策が求められる役割の重
要性は増している。

　現在、化石燃料由来のエネルギーに限らず再生可
能エネルギーをはじめ、さまざまなエネルギーの活
用が進められている。特に再生可能エネルギーにつ
いては、電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法（FIT法）をはじめとし
て、政府や各地方自治体による各種補助金などの支
援を通じ、離島においても導入が促進されている。
しかし、一方で再生可能エネルギーについては、例
えば太陽光発電や風力発電においては、天候により
発電量が左右されるため、そのバックアップ電源と
して火力発電などの調整可能な電源が必要となるこ
とや発電コストが高いといったような課題がある。
加えて離島においては、需要規模に併せて電力系統
規模が本土に比べて小さくなっていることから、
FIT法による買い取りにも限界がある。さらに電気
自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）といった
次世代自動車についても、航行距離や充電時間ある
いはコスト面での課題がある。
　燃料費抑制の取り組みは、石油製品に対する施策
だけではなく、再生可能エネルギーの活用など、他
の政策と一体的に取り組んでいくことが必要ではあ
るものの、再生可能エネルギーや次世代自動車の普
及にはまだ多くの課題があることから、当面は石油
製品が離島における主要な燃料である状況は続くと
考えられる。このため、政府として再生可能エネル
ギーや次世代自動車に係る課題解決に向けて取り組
んでいくとともに、引き続き離島における石油製品
の安定供給および低廉化を図るために取り組んでい
きたい。

　3-2　隠岐の島の事例
　島根半島の北方、40 ～ 80kmの日本海に浮かぶ
隠岐には住民が居住している4つの大きな島があ
る。この4つの島は、最も大きな島を島後、その西
南方向に所在する西の島、中ノ島、知夫利島の3つ
の島を島前と呼び、約2万3千人が居住している。
この隠岐地区における石油の物流は、当時、島後地
区は島内に設置された油槽所から地区内のサービス
ステーション（SS）にタンクローリーで配送され、
島前地区においては、境港の油槽所から貨物船を活
用して地区内のSSにドラム缶で配送されており、
それぞれの島ごとに調達を行っていた状況が隠岐地
区での石油製品の流通コストが高くなっている要因
と考えられていた。
　さらには、島後に所在する隠岐の島唯一の油槽所
において、2008年6月に燃油の混油事故が発生し、
当該油槽所が使用停止となったため、その間、島後
においては本土からタンクローリーのフェリー積み
による輸送を余儀なくされており、冬場の海象条件
の悪い時期における安定供給に支障を来す恐れも
あったことから、流通体制の再構築および流通コス
トの削減が喫緊の課題となっていた。
　そこで国の予算を活用し、元売り、地元販売業者、
地元自治体などを構成員とする委員会を立ち上げ、
計画を策定し、必要な設備を整備することなり、①
備蓄機能も兼ねることができる共同油槽所の設置お
よび油槽所の維持・運営、②配送の合理化といった
課題の解決に向けて議論が行われた。①については、
隠岐の島町が既存の油槽所を買い取り、必要な整備
を施した上で業務を民間に委託して運営することと
し、②については、流通コスト削減のために、スケー
ルメリットを生かすこととした。具体的には、石油
製品4油種（ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油）で年
間約2万キロリットル程度を消費しているこれら4
島を1つの市場と捉え、島後地区と島前地区とに分
かれていた物流体制を統合し、油槽所の運営業務を
受託している企業が、隠岐地区の共同配送業務も併
せて行うこととした。このためには、島後の油槽所
から島前地区にタンクローリーのフェリー積みによ
る輸送を可能とする必要があることから、島前地区
に所在する各SSに地下タンクを設置することによ
り、新たな供給体制が構築された。
　当該プロジェクトの実施に当たっては、石油製品
の輸送は各元売り会社が、自社系列のSSに対して
製品を輸送していたものを幹事会社が一括して自社

の製品を納入し、各社がそれぞれの系列SS向けに
卸した数量見合いを別の取引で調整する必要があっ
た。共同配送についても、幹事会社の用船状況によっ
て、各SSの仕入れのタイミングが間に合わず、在
庫切れが起きるリスクに備え、配送業者が自社のタ
ンクローリーを島まで輸送するバックアップ体制を
構築する必要や、共同配送料や油槽所の維持費の負
担方法の調整など、さまざまな問題を幅広い関係者
による合意形成を経て、ようやく実現に至った。
　3-3　離島におけるガソリン価格低廉化に向けた

取り組み（離島のガソリン流通コスト対
策事業）

　流通合理化によるコストの低減は、前述のように、
実際には、地下タンクへの入替工事など設備整備に
多額の費用が発生すること、ある程度の市場規模が
ないとコストに見合った改善効果が期待できないこ
と、油槽所の維持等に必要な費用負担の問題や輸送
方法などについて多くの関係者の間で合意形成が図
られることが必要となることなどから、容易に進め
られるものではなかった。隠岐の島同様、流通合理
化のための計画の策定を試みたものの、最終的な計
画の実行までに至らなかった離島もあるなど、実際
に具体的な成果までたどり着いた地域は限られて
いた。
　そこで、かねてより、本土との価格差の是正は離
島を抱える自治体から強く要望を受けていたことも
踏まえ、これまでの事業を廃止し、新たに2011年
度にガソリンの流通コスト対策事業を創設した。当
該事業は、本土に比べて割高となっている輸送コス
トに着目し、離島の形態を①油槽所のある離島、②
主にタンクローリーを貨物フェリーで輸送している
離島、③主にドラム缶あるいはコンテナを輸送して
いる離島に3区分し、各形態の輸送コストと本土に
おける輸送コストを算出し、本土と比べて追加的に
かかっている費用分を、石油販売事業者に対して補
助することにより、離島におけるガソリン小売価格
から当該輸送コスト相当分を引き下げるよう措置し
たものである（Fig.3）。すでに石油製品の輸送費に
係る支援措置が講じられている沖縄県に所在する離
島を除き、離島振興法、奄美法、小笠原法の対象と
なっている離島など、本土と架橋がされていない離
島に所在するSS等を調査し、補助事業の活用につ
いて意向を確認した結果、176島（2018年度現在で
は173島が支援対象）を対象として補助事業を開始
した。これにより、制度開始前には約22円／リッ

トルの価格差があったところ、事業開始の翌月には
対象離島平均で約8円値下がりした（Fig.4）。なお、
離島は消費量の違いなどから、本土に比べて価格の
改定頻度が少ない。このため、原油価格が上昇局面
であっても、本土に比べて価格は上がりにくく、逆
に原油価格が下落局面の時は、本土に比べて価格
が下がりにくい傾向があることに留意が必要であ

る。
　補助事業開始後、各島のガソリン価格をモニタリ
ングした結果、それぞれの輸送形態の中でも輸送距
離に応じてコストが異なり、いまだ大きな価格差が
生じている離島もあったことから、これらの離島に
ついては、本土からの航路時間等も加味した補助単
価に見直しを行い、翌年6月から当該単価を適用し



　離島は四方を海等に囲まれ、人口減少が長期にわ
たり継続、高齢化が急速に進展するなど、他の地域
に比較して厳しい自然的社会的条件にあり、生活に
必要な物資等の輸送に要する費用が多額である。一
方で、離島はわが国の領域、排他的経済水域等の保

全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境
の保全、自然との触れ合いの場および機会の提供、
食料の安定的な供給等、わが国と国民の利益の保護
および増進に重要な役割を担っている。こうしたこ
とを踏まえ、居住する者のいない離島の増加および
離島における著しい人口の減少の防止等のため、政
府は、離島振興法等の法律を制定し、離島の振興の
ために必要となるさまざまな施策を講じている。
　ここでは、離島の現状や離島関係法令について触
れるとともに、エネルギーの安定供給確保や流通合
理化の観点から資源エネルギー庁が実施している施
策について紹介したい。

　現在、わが国には約400の有人離島が存在してい
るが、離島は前述のとおり、四方を海等に囲まれ、
他の地域に比べて厳しい自然的社会的条件下にあ
る。このため、離島の経済力の向上、島民生活の安
定および福祉の向上を図ることなどを目的として、
1953年に離島振興法が制定された。同法では離島
振興対策地域を指定し、関係都道府県知事が当該地
域の離島振興計画を策定し、国は離島振興計画の実
施に必要な経費を財政の許す範囲内で予算に計上す
ることとされている。
　これに加えて、奄美群島、小笠原諸島がそれぞれ
わが国に返還されたことに伴い、これらの島々の特
殊事情に鑑み、基礎条件の改善、地理的および自然
的特性に即した振興開発を図ることにより、住民の
生活および福祉を向上させるため、それぞれ返還さ
れた翌年に奄美群島振興開発特別措置法（奄美法）、
小笠原諸島振興開発特別措置（小笠原法）が制定さ
れた。
　これらの法律が制定されたことにより、別に特別
措置法が定められている沖縄の離島を除き、267の
島々（2018年4月1日現在）について、各地方自治
体が策定した計画に基づいたインフラ整備、産業振
興などに係るさまざまな施策が講じられているとこ
ろである。
　この267の島々の人口推移および年齢別の構成を
見ると、Table 1、2およびFig.1のとおり、現在約
50万人が居住しているが、小笠原諸島を除き、全国
を大きく上回る割合で人口が減少している。また、
少子高齢化および若年層を中心とする人口流出の結
果、逆ピラミッド型を形成する人口構成となっている。
　また、離島における自動車保有台数を見ると、全
国と比べて1世帯当たりの自動車保有台数が多い

（Table 3）。これは離島には鉄道がなく、公共交通
機関もバスに限られているためと考えられ、このこ

とから島内における移動は自動車が主な手段となっ
ていることがうかがえる。
　このように自動車は、離島において欠かせない移
動手段となっている一方で、その主要な燃料である
ガソリンの小売価格は、本土に比べて割高となって
いる。これは、本土に比べて、燃料を離島に運ぶた
めのタンカー・フェリー運賃等の輸送費や離島にお
ける油槽所の運営費などが追加で必要になることに
加え、販売量が少ないため、単位数量当たりの必要
経費が相対的に高くなることなどの理由によるため
である。また、これに加えて、離島は四方を海に囲
まれており、タンカー等による輸送が気象条件に左
右されるなどの課題もあることから、離島における
ガソリンの安定供給および低廉化は、島民が生活し
ていく上で重要な課題となっている。
　なお、沖縄県については1972年の本土復帰に伴
い、揮発油税法・地方揮発油税法が適用されること
になった際、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する
法律」および「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適
用の特別措置に関する政令」により、一定期間、県
内の揮発油に対する「揮発油税及び地方揮発油税」

（国税）に1キロリットル当たり7,000円の軽減措置
が取られている（2015年度の税制改正において
2020年度までの5年間の延長措置がなされている）。
また、本土復帰前の沖縄県では、給油所建設の規
制や石油製品の県内全島統一価格制度（プール価
格制）が実施されており、離島においても沖縄本
島と同じ価格で石油が販売されていた。しかし、
本土復帰により、全島統一価格制が廃止されるこ
とに伴い、離島と本島との間に輸送コスト負担に
よる価格差の生じることが懸念されたことから、
沖縄県が前述の軽減措置を前提に、揮発油1キロ
リットル当たり1,500円の石油価格調整税（県税）
を課税し、その税収を実質的な財源として、県内
離島への輸送コストを補助する石油製品輸送等補
助事業を実施している。

　3-1　原油価格の高騰と離島に対する政府の価格
高騰対策

　このように本土に比べて割高となっているガソリ
ンは、島民の主な移動手段であり、自動車に欠かせ
ない燃料であるものの、かねてから輸送コストの改
善が求められていた。
　もとよりガソリン価格が高かったことに加えて、
2007年初頃から原油価格が急激に高騰し、この影
響を受けて離島においても、さらにガソリン価格が
上昇していた。この原油価格の高騰に対応するため、
同年12月に原油高騰・下請中小企業に関する緊急
対策関係閣僚会議が開催され、離島対策としても離
島航路対策、地方バス路線対策に係る地方負担の他、
生活困窮者に対する灯油購入費助成など、地方公共
団体が自主的に行う原油価格高騰対策に要する経費
に対する特別交付税の措置などを盛り込んだ対策

（基本方針）が打ち出された。その後、ガソリン価
格については、一時的に揮発油税の暫定税率が失効
したことによる値下がりがあったものの、原油価格
は上昇を続け、2008年6月には85円／リットルと
なり、同年6月に原油等高騰に関する緊急対策関係
閣僚会議を開催し、緊急対策を講じることとされた。

この中で、離島における石油製品価格対策として「石
油製品の流通合理化により運送コスト等の低減を図
るため、流通合理化に向けた設備投資に対する支援
等を検討する」ことが掲げられた。
　なお、この後もガソリン価格は原油高騰に伴って
上昇を続け、同年8月では、レギュラーガソリンの
価格は約184円／リットルまで上昇した後、リーマ
ンショックを契機に原油価格とともにガソリン価格
も急落した（Fig.2）。
 　同会議において打ち出された対策を踏まえ、
2008年度補正予算において、①自治体や地域の石油
流通関係者による地域ぐるみの具体策の検討に要す
る経費に対する支援、②地域の検討を踏まえた流通
合理化に資する事業に必要な設備投資（油槽所タン
クの建設・廃棄、タンクローリーの購入など）に対
する支援を行うための予算が措置（～ 2010年度）
され、離島が所在する都道府県に対する説明会実施
を経て、2010年度までに4つの地域でプロジェクト
が実施された。ここでは、そのうち隠岐の島の事例
について紹介したい。

た。その一方で、事業を継続していく中で、特に本
土に近い距離にある離島では、本土より価格が安く
なる逆転現象が発生している離島も出てきたことか
ら、これらの離島については補助単価を引き下げ、
逆格差の是正を図ることとなった。
　こうした取り組みを通じて、昨年夏以降の断続的
な原油価格高騰による小売価格の上昇といった影響
などもあるものの、足元ではFig.4のとおり、対象
離島平均で本土との価格差は12.9円／リットル（2018
年5月時点）に縮小している。
　3-4　離島への石油製品の安定・効率的な供給体

制の構築支援事業
　前述のとおり、島全体における石油製品の安定供
給の確保や流通合理化を進めるためには、川上から
川下までの流通経路全体、さらには地域の自治体も
含めた問題意識の共有、課題の解決に向けた合意形
成が図られることが必要となることから、具体的な
成果までたどり着くことは容易ではない。このため、
個々の事業者だけの取り組みでは限界があること、
貨物船等の輸送経路に変化が起きた場合など、環境
に変化が生じた場合には、島内関係者の利害関係を
超えた調整が必要となることから、ガソリンの流通
コスト対策事業に加え、離島における石油製品の安
定・効率的な供給体制の構築支援事業を2013年度
に創設し、安定供給・流通合理化に係る対策策定支
援と流通コスト対策支援の2本立てで支援策を講じ
ることとした。ここで本事業を活用して安定供給体
制の構築を行った事例を紹介したい。
　3-5　与論島の事例
　鹿児島県から南へ590km、沖縄本島最北端の辺
戸岬から21kmの地点に浮かぶ与論島には約5千人
が居住している。与論島における石油製品の物流経
路は、本土から島内に所在する油槽所にタンカーで
運ばれた後、基本的には当該油槽所から島内のSS
に配送されている。しかし、本島は接岸港が外洋に
直接面して時化の影響を受けやすい環境下にあり、
台風の時期においては航海が制限され、島に近づけ
ず、また冬場の時化等では、岸壁周辺の波が高いた
め接岸や荷役作業が行えず、配送が遅れることが
あった。それでもこれまでは島内に在庫がなくなる
事態にまでは至っていなかったが、2012年に相次
ぐ台風の影響により、タンカーが港に接岸できない
状況が続いた結果、油槽所の石油製品の在庫が尽き、
島内のSSにおいても、販売制限をしたものの在庫
が尽きる事態が生じた。以前から、卸事業者におい

て台風のシーズン前に在庫の積み増しを行うなどの
対策を講じてきてはいたが、個社の取り組みだけで
は限界があったことから、当該事業を活用し、石油
製品販売事業者や自治体関係者により、安定供給体
制の構築が検討された。
　課題の解決に向けては、油槽所の新規整備、タン
カーの新造、港の改修、フェリーへのタンクローリー
積みによる代替輸送、既存設備を活用した製品備蓄
といった方策が考えられた。しかし、人口約5,000
人の島に新たに油槽所を造ることやタンカーの新造
は、安定供給対策としては有効なものの、大幅なコ
スト増となることから、現実的ではなく、港の改修
も多大なコストを伴うとともに長期にわたる工事が
必要となる。また、フェリーでの代替輸送は、ガソ
リンを積んだタンクローリーを運べるフェリーがな
いことから、既存の設備を活用した備蓄を検討する
こととなった。
　まず、既存の設備を活用した備蓄の方法について
は、油槽所または各SSのタンクを活用する2つが
考えられるが、どちらの場合においても、供給量を
大きく上回る在庫の保管は経済的負担が大きくな
り、SSの事業者は小売価格に転嫁せざるを得なく
なるため、与論町が供給の不安定な時期の間、一時
的に石油製品を買い上げ、油槽所に在庫として積み
増しを行うこととした。また、対策期間終了後にお
いては、当該在庫を買い上げた価格と同じ価格で油
槽所の管理者に払い下げることにより、コストを最
小限に抑え、実質対策期間中の管理委託費のみ町が
負担する方策を取ることとした。次に備蓄する油種
については、例年の石油製品の需給動向を調査した
結果、過去にタンカーが入港してから次回入港日ま
での最長期間で在庫切れになる可能性があったガソ
リンの備蓄を行うこととした。また、これまで在庫
切れが生じた場合における対策が決まっていなかっ
たことから、これに併せて、優先供給先や消費者へ
の販売制限への理解、在庫状況等の周知方法、平時
からの満タン給油の呼びかけといった対策について
もルール化を検討していくこととされた。
　3-6　離島振興法等におけるガソリンの低廉化

に係る事業の位置づけ
　離島振興法や奄美法、小笠原法は時限立法では
あったが、継続的な措置が必要として、これまで期
限到来時に延長されており、都度、法案の見直しが
行われてきた。特に、2012年における離島振興法
の改正では、目的規定に他の地域に比較して厳しい
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自然的社会的条件下にある離島の現状と背景の明確
化、地域間交流の促進、無人離島の増加および人口
の著しい減少の防止、定住の促進等、離島振興の目
的の拡大などが明記された。また、これに加えて、
これまでの施設等のハード支援だけでなく、人の往
来および物資の流通に要する費用の低廉化、再生可
能エネルギーの活用に対する支援、離島のガソリン
流通コスト軽減対策の推進といったソフト施策に係
る規定の充実、新たな仕組みとなる離島活性化交付
金等事業計画の創設および当該計画に基づく交付金
等の交付といった基本施策の充実が図られた。さら
に、その翌年には奄美法、小笠原法の改正がなされ、
離島振興法と同様に、定住の促進等が目的規定に追
加されるとともに、人の往来および物資の流通に要
する費用の低廉化、再生可能エネルギーの活用に対
する支援、離島のガソリン流通コスト軽減対策の推
進といったソフト施策に係る規定の充実化が図られ
た。これにより、各地方自治体で策定する振興計画
等において、ガソリン流通コストの低廉化について
も明示的に盛り込まれるようになり、国として、こ
の地方自治体の施策の推進に対して適切な配慮、必
要な財政上の措置を講じることが求められることと
なった。
　また、わが国の領海、排他的経済水域等を適切に
管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国
境離島地域が有するわが国の領海、排他的経済水域
等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持
するため、有人国境離島地域の保全およびその地域
のうち、継続的な居住が可能となる環境を整備する
ことが特に必要と認められる特定有人国境離島地域
に係る地域社会の維持について、特別の措置を講ず
る必要があるとして、2016年に有人国境離島地域
の保全および特定有人国境離島地域に係る地域社会
の維持に関する特別措置法が成立し、翌年4月1日
に施行された。
　同法に基づき、策定された地域社会の維持に関す
る基本的方針には、基本的な事項として大きく分け
て3つの事項（航路・航空路運賃の低廉化、物資の
費用の負担の軽減、雇用機会の拡充）が記載されて
いる。このうち、物資の費用の負担の軽減について
は、eコマースの拡大などにより、本土と変わらな
い料金でのサービスも拡大しており、以前よりも不
便性が緩和されている状況も見受けられる。他方で、
ガソリンの流通コストは本土に比べて割高となって
いるため、輸送形態と本土からの距離を踏まえた補

助単価を設定し、実質的なガソリン小売価格が下が
るよう支援措置を継続すること、また、離島地域に
おいてはコストの高さに加え、自然現象による安定
供給上の課題もあることから、地域の実情を踏まえ
た石油製品の安定供給対策および流通合理化対策の
構築支援を継続することとされた。
　このように、離島地域の振興、地域社会の維持の
ために必要な施策として、近年の法改正等において、
生活に密接に関係しているガソリンをはじめとする
石油製品の安定供給・低廉化に資する取り組みが明
記されるなど、これらの施策が求められる役割の重
要性は増している。

　現在、化石燃料由来のエネルギーに限らず再生可
能エネルギーをはじめ、さまざまなエネルギーの活
用が進められている。特に再生可能エネルギーにつ
いては、電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法（FIT法）をはじめとし
て、政府や各地方自治体による各種補助金などの支
援を通じ、離島においても導入が促進されている。
しかし、一方で再生可能エネルギーについては、例
えば太陽光発電や風力発電においては、天候により
発電量が左右されるため、そのバックアップ電源と
して火力発電などの調整可能な電源が必要となるこ
とや発電コストが高いといったような課題がある。
加えて離島においては、需要規模に併せて電力系統
規模が本土に比べて小さくなっていることから、
FIT法による買い取りにも限界がある。さらに電気
自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）といった
次世代自動車についても、航行距離や充電時間ある
いはコスト面での課題がある。
　燃料費抑制の取り組みは、石油製品に対する施策
だけではなく、再生可能エネルギーの活用など、他
の政策と一体的に取り組んでいくことが必要ではあ
るものの、再生可能エネルギーや次世代自動車の普
及にはまだ多くの課題があることから、当面は石油
製品が離島における主要な燃料である状況は続くと
考えられる。このため、政府として再生可能エネル
ギーや次世代自動車に係る課題解決に向けて取り組
んでいくとともに、引き続き離島における石油製品
の安定供給および低廉化を図るために取り組んでい
きたい。

　4.　おわりに

　3-2　隠岐の島の事例
　島根半島の北方、40 ～ 80kmの日本海に浮かぶ
隠岐には住民が居住している4つの大きな島があ
る。この4つの島は、最も大きな島を島後、その西
南方向に所在する西の島、中ノ島、知夫利島の3つ
の島を島前と呼び、約2万3千人が居住している。
この隠岐地区における石油の物流は、当時、島後地
区は島内に設置された油槽所から地区内のサービス
ステーション（SS）にタンクローリーで配送され、
島前地区においては、境港の油槽所から貨物船を活
用して地区内のSSにドラム缶で配送されており、
それぞれの島ごとに調達を行っていた状況が隠岐地
区での石油製品の流通コストが高くなっている要因
と考えられていた。
　さらには、島後に所在する隠岐の島唯一の油槽所
において、2008年6月に燃油の混油事故が発生し、
当該油槽所が使用停止となったため、その間、島後
においては本土からタンクローリーのフェリー積み
による輸送を余儀なくされており、冬場の海象条件
の悪い時期における安定供給に支障を来す恐れも
あったことから、流通体制の再構築および流通コス
トの削減が喫緊の課題となっていた。
　そこで国の予算を活用し、元売り、地元販売業者、
地元自治体などを構成員とする委員会を立ち上げ、
計画を策定し、必要な設備を整備することなり、①
備蓄機能も兼ねることができる共同油槽所の設置お
よび油槽所の維持・運営、②配送の合理化といった
課題の解決に向けて議論が行われた。①については、
隠岐の島町が既存の油槽所を買い取り、必要な整備
を施した上で業務を民間に委託して運営することと
し、②については、流通コスト削減のために、スケー
ルメリットを生かすこととした。具体的には、石油
製品4油種（ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油）で年
間約2万キロリットル程度を消費しているこれら4
島を1つの市場と捉え、島後地区と島前地区とに分
かれていた物流体制を統合し、油槽所の運営業務を
受託している企業が、隠岐地区の共同配送業務も併
せて行うこととした。このためには、島後の油槽所
から島前地区にタンクローリーのフェリー積みによ
る輸送を可能とする必要があることから、島前地区
に所在する各SSに地下タンクを設置することによ
り、新たな供給体制が構築された。
　当該プロジェクトの実施に当たっては、石油製品
の輸送は各元売り会社が、自社系列のSSに対して
製品を輸送していたものを幹事会社が一括して自社

の製品を納入し、各社がそれぞれの系列SS向けに
卸した数量見合いを別の取引で調整する必要があっ
た。共同配送についても、幹事会社の用船状況によっ
て、各SSの仕入れのタイミングが間に合わず、在
庫切れが起きるリスクに備え、配送業者が自社のタ
ンクローリーを島まで輸送するバックアップ体制を
構築する必要や、共同配送料や油槽所の維持費の負
担方法の調整など、さまざまな問題を幅広い関係者
による合意形成を経て、ようやく実現に至った。
　3-3　離島におけるガソリン価格低廉化に向けた

取り組み（離島のガソリン流通コスト対
策事業）

　流通合理化によるコストの低減は、前述のように、
実際には、地下タンクへの入替工事など設備整備に
多額の費用が発生すること、ある程度の市場規模が
ないとコストに見合った改善効果が期待できないこ
と、油槽所の維持等に必要な費用負担の問題や輸送
方法などについて多くの関係者の間で合意形成が図
られることが必要となることなどから、容易に進め
られるものではなかった。隠岐の島同様、流通合理
化のための計画の策定を試みたものの、最終的な計
画の実行までに至らなかった離島もあるなど、実際
に具体的な成果までたどり着いた地域は限られて
いた。
　そこで、かねてより、本土との価格差の是正は離
島を抱える自治体から強く要望を受けていたことも
踏まえ、これまでの事業を廃止し、新たに2011年
度にガソリンの流通コスト対策事業を創設した。当
該事業は、本土に比べて割高となっている輸送コス
トに着目し、離島の形態を①油槽所のある離島、②
主にタンクローリーを貨物フェリーで輸送している
離島、③主にドラム缶あるいはコンテナを輸送して
いる離島に3区分し、各形態の輸送コストと本土に
おける輸送コストを算出し、本土と比べて追加的に
かかっている費用分を、石油販売事業者に対して補
助することにより、離島におけるガソリン小売価格
から当該輸送コスト相当分を引き下げるよう措置し
たものである（Fig.3）。すでに石油製品の輸送費に
係る支援措置が講じられている沖縄県に所在する離
島を除き、離島振興法、奄美法、小笠原法の対象と
なっている離島など、本土と架橋がされていない離
島に所在するSS等を調査し、補助事業の活用につ
いて意向を確認した結果、176島（2018年度現在で
は173島が支援対象）を対象として補助事業を開始
した。これにより、制度開始前には約22円／リッ

トルの価格差があったところ、事業開始の翌月には
対象離島平均で約8円値下がりした（Fig.4）。なお、
離島は消費量の違いなどから、本土に比べて価格の
改定頻度が少ない。このため、原油価格が上昇局面
であっても、本土に比べて価格は上がりにくく、逆
に原油価格が下落局面の時は、本土に比べて価格
が下がりにくい傾向があることに留意が必要であ

る。
　補助事業開始後、各島のガソリン価格をモニタリ
ングした結果、それぞれの輸送形態の中でも輸送距
離に応じてコストが異なり、いまだ大きな価格差が
生じている離島もあったことから、これらの離島に
ついては、本土からの航路時間等も加味した補助単
価に見直しを行い、翌年6月から当該単価を適用し
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　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

特集●離島の生活を豊かにする交通／論説

離島航路利用者における移動負担感

　1.　はじめに

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

　2.　離島を巡る現況と本研究の位置づけ

Mobility Burden on User of Remote Island Route

　離島の多くは高齢化が進んでおり、本土にある病院等に行く場合には、路線バスと船
を乗り継いで行く利用者も多い。これまで離島航路利用者の移動負担感を、歩行速度や
乗換行動等を調査することで、簡便かつ定量的に把握できる一般化時間による評価を行っ
てきた。しかし、取得した結果が調査した離島の特有の結果なのか、他の離島航路にも
展開可能なのか、評価ができていなかった。そこで本研究では、一般化時間の算出に必
要な「等価時間係数」「心理的負担時間」を他の離島で調査し、居住場所による違いがあ
るのかを明らかにした。

　There are many remote islands in Japan. Most of these islands are connected by 
bridges, but still some islands have only ferry boats or passenger ships between the 
island and the mainland as vital means for transportation. The residents of the 
remote islands have to transfer from a ferry boat to a local bus at a transport hub 
when they visit the main island to go shopping or hospital and so on. For the elderly 
residents, it is a burden to wait for a long time for the bus or the ferry boat and to 
change transportation vehicles at the transport hub. The authors have evaluated the 
burden by the generalized time. The generalized time is a measure which evaluates 
the mobility burden for users of remote islands route, and obtained easily and 
quantitatively by investigating walking speed and transit behavior. However, we 
were not able to confirm whether the acquired results are specific to the solitary 
island surveyed or it can be expanded to general remote islands. In this study, we 
investigated another remote island area and clarified differences of the equivalent 
time parameter and the psychological lost time depending on residential areas. 

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間

（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間

（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。

（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。

（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ
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　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には
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有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間

（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間

（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。

（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。

（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

Fig.2　人口規模別の離島構成３）

＊1 離島は港周辺に集落が集中していることが多く、島内の
公共交通機関が十分に整備されていないために、航路を
利用して移動する場合がある。

＊2 日便数は各離島航路のホームページより確認し、平均利用
者数は、離島統計年報の港湾利用状況より推定している。

Fig.1　日本の島の構成２）
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　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低
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い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間

（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間

（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。

（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。

（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

Fig.3　離島航路の日便数と平均利用者数
（出典）各社ホームページ及び離島統計年報より筆者作成



　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間

（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基
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準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間

（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。

（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。

（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

Fig.4　等価時間係数の設問例と算出方法 Fig.5　心理的負担時間の設問例と算出
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　3.　移動負担感調査



　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間

（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間

（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。

（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。

（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

Fig.6　調査対象航路

Fig.7　調査対象航路の使用船舶

2015年調査の船舶
（竹原港～垂水港）

2016年調査の船舶
（宇品港～三高港）

（写真・筆者撮影）

Table 1　移動負担感調査の概要

項目
実施場所

実施日

2016年8月25日～27日（3日間）
　8月25日　呉～江田島
　8月26日　広島（宇品）～江田島（切串）
　8月27日　広島（宇品）～江田島（三高）
乗船者自記式にて実施
① 出港するフェリーの港にて、調査員が乗船する旅客に
　 アンケート調査票（ボールペン付き）を配布
② 乗船中（20～25分間）にアンケートに回答してもらう
　 （後で記入したい人のために、返信用の封筒も一緒に配布）
③ 到着するフェリーの港にて、調査員が下船する旅客か
　 ら調査票を回収

実施方法

江田島～呉・広島間のフェリー内
内容

Table 2　移動負担感調査の設問項目

項目
個人属性

等価時間
係数に関
する設問

フェリー船内での着座の肉体的負担（フェリー船内（着座））
バス車内での着座の肉体的負担（バス車内（着座））
上り階段利用時の肉体的負担（上り階段）
下り階段利用時の肉体的負担（下り階段）
乗換案内が無い場合の心理的負担（乗換案内の有無）
出発案内が無い場合の心理的負担（出発案内の有無）
料金の支払いの煩わしさの心理的負担（料金の支払い）
上屋が無い場合の心理的負担（上屋の有無）
ベンチが無い場合の心理的負担（待合ベンチの有無）
駐車場が離れている場合の心理的負担（駐車場）

心理的
負担時間
に関する
設問

性別・年齢・居住地区・普段の利用目的
設問項目

Table 3　アンケート集計結果

離島
居住者

江田島市
その他諸島
広島市
呉市
その他本土

232
1
30
10
25
6
304

1
0
0
0
0
2
3

146
0
25
8
22
2
203

85
1
5
2
3
2
98

未回答他
合計

本土
居住者

65歳以上
（高齢者）

65歳未満
（非高齢者） 未回答 合計



　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

　4.　等価時間係数と心理的負担時間の算出結果

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間

（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間

（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。

（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。

（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住
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者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

Table 4　等価時間係数の算出結果

65歳以上
離島居住者
（高齢者）

フェリー船内（着座）
バス車内（着座）
上り階段
下り階段
フェリー船内（着座）
バス車内（着座）
上り階段
下り階段

0.44
0.39
0.24
0.16
0.47
0.50
0.05
0.40

＊

＊ 5%有意水準

0.40
0.51
1.73
1.59
0.22
0.34
2.20
1.82

0.33
0.41
1.91
1.77
0.27
0.40
1.88
1.61

65歳未満
離島居住者
（非高齢者）

2015年調査
大崎上島町

2016年調査
江田島市 P値

Table 5　心理的負担時間の算出結果

65歳以上
離島居住者
（高齢者）

乗換案内の有無
出発案内の有無
料金の支払い
上屋の有無
待合ベンチの有無
駐車場
乗換案内の有無
出発案内の有無
料金の支払い
上屋の有無
待合ベンチの有無
駐車場

0.00
0.58
0.75
0.23
0.86
0.39
0.70
0.02
0.01
0.05
0.14
0.28

＊

＊

＊

＊

＊ 5%有意水準

（単位：秒）

53.33
50.29
10.00
29.36
13.81
113.33
70.00
60.00
9.82
24.55
11.49
98.71

32.65
47.14
8.45
30.0
16.58
120.00
66.25
72.75
10.10
33.10
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2016年調査
江田島市 P値

　5.　まとめと今後の課題



　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間

（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間

（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。

（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。

（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい
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る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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　　maritime_mn6_000005.html（2018年5月16日

閲覧）

る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ

＊3 バスフロート船とは、海陸連結型交通システムとして一定
の要件を満たし、安全性が確保されると船長が判断した場
合に、バス等の運転者、同乗者等の旅客が航行中も車内に
とどまることのできるカーフェリーのことである18）。



　日本には400を超える有人離島があり、これらの
離島では人口減少および高齢化が顕著である。離島
居住者に共通するのは、通院や買い物等で本土と往
来をしていることである。その際、路線バスやフェ
リーなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があり、負
担となっている。著者らは、路線バスとフェリーを

乗り継いだ移動について利用者がどのように感じて
いるのかを、一般化時間を用いて定量的に評価した1）

が、取得した結果が調査した離島の居住者特有の結
果なのか、一般的な離島にも展開可能なのか評価が
できていなかった。そこで本研究では、一般化時間
の算出に必要な「等価時間係数」「心理的負担時間」
について、他の離島についても調査を行い、居住場
所による違いがあるのかを明らかにする。

　2-1　わが国の離島
　わが国は数多くの島嶼により構成されている。
Fig.1は日本の島の構成を示している。わが国には

有人島・無人島を含めて6,852島存在している。この
うち258島が離島振興法による離島振興対策実施地
域となっている。離島振興法では、人の往来および
生活に必要な物資等の輸送に要する費用が、他の地
域に比較して多額である状況を改善するとともに、
産業基盤および生活環境等に関する地域格差の是正
を図ること等が目的として記載されている。これら
の島々は、本土と海を隔てた場所にあるため、産業
基盤や生活環境等に関する地域格差が課題となって
おり、人口減少や高齢化が進展している状況である。
　Fig.2は、人口規模別の離島構成を示したもので
ある。半数以上が500人未満の離島であり、比較的
人口規模の小さい離島が多いことがわかる。特に
500人未満の離島では、高齢化率が平均47.1％と、
全離島の平均31.5％やわが国の平均27.3％と比較し
ても著しく高い水準となっている３）。
　2-2　離島航路の実態
　離島航路は、離島航路整備法において、本土と離
島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路、
その他船舶以外には交通機関がない地点間、または
船舶以外の交通機関によることが著しく不便である
地点間を連絡する航路のことをいう。
　近年、人口減少等を主原因とする利用者の減少に
より、航路事業の継続が困難な状況となっているも
のの、離島居住者の足として、また生活物資の輸送
手段として重要な役割を担っているため、国が補助
金を交付して、その維持を図っている４）。
　各離島航路の実態は、国や地方自治体による離島
振興計画５）や航路改善計画６）によってまとめられ
ている。多くの離島航路では、通勤・通学、生活物
資等の搬出入、旅行客の往来、また一部では島内交
通＊１の面において不可欠な交通手段となっている。 
　Fig.3は、2013年度における瀬戸内海を中心とし
た国庫補助航路の1日当たりの便数（以下、日便数）
と平均利用者数の関係＊２を示したものである。日

便数においては、片道2便～ 5便辺りに多く集中し
ている。また、1便当たりの平均利用者数は20人以
下が多く、特に10人以下の離島も多くみられる。
これは500人未満の離島が多いため、離島居住者に
よる利用が必然的に少なくなるのが原因といえる。
一方で、Fig.3には記載できていないが、1便当たり
40人以上という離島も一部にみられた。これは瀬
戸内芸術祭等による一時的な観光需要の増加による
ものである。 
　2-3　本研究の位置づけ
　前節までに述べたとおり、わが国の離島航路は離
島人口および利用者数の少なさから厳しい現状であ
るが、海外の離島航路でも同様の問題を抱えている。
例えば香港では、離島において収益の高い航路と低

い航路をパッケージにして、1つの会社によって運
営させる方式を取っている７）。これにより、フェリー
会社の種類やサイズなどを考慮してサービス全体の
利益最大化を目指している。スコットランドの離島
では、2016年～2017年にかけて船舶や港湾などの
フェリー運航に関わるサービスに対して約209.7百
万ポンドの補助金が支払われている。限られた財政
状況の中で、利用者ニーズを満たす持続可能な対応
が課題となっている８）。フィンランドの南西にある
離島では、フェリーネットワークの維持コストの高
さおよび人口減少により、離島居住者の利便性に課
題が生じており、人口分布や交通ニーズに見合った
計画が必要とされている９）。このように海外におい
ても、離島人口の減少、利用者の減少、航路事業の
継続等に課題が生じていることがわかる。
　わが国では、各地方自治体において協議会を設置
して、離島航路の経済性および利用者の利便性の維
持と改善を図ろうとしている。利便性において、離
島居住者が離島と本土を往来する際に、特に負担と
なるのはターミナルでの乗り換えである。
　広島県大崎上島町地域公共交通網形成計画10）や
広島県江田島市地域公共交通網形成計画11）では、
島内路線バスの改善要望は、「船とバスの乗り継ぎ
時間を短くする」「船との乗り継ぎ待ち時間を改善
する」が1位であり、待ち時間が利用者にとって負
担となっている。香川県伊吹～観音寺航路改善計画12）

における住民意向の分析では、航路改善の内容とし

て、「港での乗船をし易く」が多くを占める結果と
なっている。そのため、乗換時の負担を減らすこと
は重要な課題になっており、乗換時の負担を定量的
に評価する手法が必要である。
　そこで、著者らは路線バスとフェリーを乗り継い
だ移動について一般化時間を用いて評価を行い、離
島航路の交通においても、一般化時間による定量的
評価が行えることを明らかにした１）。一般化時間は、
移動に関わる全ての負担感について水平歩行時間に
置き換えて表した指標であり、離島居住者の歩行速
度等、乗換行動を調査することで、簡便かつ定量的
に負担感を把握できる特徴がある。
　一般化時間を用いた研究では、鉄道駅の乗り換え
を評価した研究13）14）がみられる。これらの研究は
関西地区など都市のターミナル駅等で調査を実施し
ており、都市と地方では時間価値が異なるのと同じ
ように、一般化時間の算出に必要な等価時間係数や
心理的負担時間は異なると考えられる。大東ら15）は、
広島のバス路線における一般化時間の算出を試みて
いるが、等価時間係数については、毛利ら16）の研
究結果を用いている。この毛利らの研究もまた、関
西地区を調査対象地域としており、年齢区分も45
歳以上でまとめられているため、高齢化率の高い離
島に適用するのは難しい。
　著者らは、これまで広島県竹原市と大崎上島町を
結ぶ航路において、移動負担感調査により、離島居
住者における等価時間係数と心理的負担時間を求め
た１）（以下、これを2015年調査とする）。その上で、
路線バスとフェリーを乗り継いで移動した場合の一
般化時間を算出した。しかし、算出する際に用いた
等価時間係数と心理的負担時間は、当該航路の移動
負担感調査より求めたものであり、これらの値が他
の離島においても同様に扱えるのかどうか検証が必
要であった。特に離島は、本土や他の離島と海を隔
てて離れており、島ことばに代表されるように独自
の文化を形成していることも多い17）。そこで本研究
では、広島県江田島市における航路においても、
2015年調査と同様の調査を行い（以下、これを
2016年調査とする）、居住場所による違いがあるか
を明らかにする。
　2-4　等価時間係数と心理的負担時間

（1）等価時間係数の求め方
　等価時間係数は、個々の移動形態に要する所要時
間を水平歩行時間に置き換えるために用いる係数で
ある。等価時間係数は、フェリー利用者にとって基

準となる水平移動（平らな部分を60秒歩く）と比
較し、同じくらい負担と感じる行動を移動負担感調
査の設問の選択肢の中から回答し、それをもとに算
出される。設問例をFig.4に示した。回答結果を集
計し、本研究では塚田ら14）の研究に倣ってフェリー
利用者の選択率が50％となる点を等価とする。
Fig.4の設問例の場合、上り階段利用の等価時間

（フェリー利用者の選択率50%）が31.4秒となり、
上述のとおり、基準となる水平歩行の等価時間は
60秒であるため、等価時間係数は1.91となる。

（2）　心理的負担時間の求め方
　心理的負担時間は、施設形態や利用形態において
発生する心理的な負担感を時間換算した値である。
心理的負担時間は、移動負担感調査においてフェ
リー乗換時の心理的な負担に関する質問を行い、
フェリー利用者の選択率が50％となる点を心理的
負担時間とした14）。移動負担感調査の設問例を
Fig.5に示した。移動に関わる情報の有無について
評価値を算出する場合、Fig.5のとおり、フェリー
利用者の選択率が50％となる点の評価値66.3秒が、
乗換経路に関する情報提供が無い場合の心理的負担
時間となる。

（3）　一般化時間の求め方
　一般化時間は、（1）および（2）に示した等価時
間係数、心理的負担時間を用いて、式（1）に従っ
て求められる。

　3-1　移動負担感調査の概要
　等価時間係数と心理的負担時間を求めるため、広
島県江田島市においてフェリー利用者を対象にした
移動負担感調査を実施した。
　江田島市は人口27,023人、高齢化率35.8％の自治
体である。江田島市を構成する江田島・能美島は、
1973年に早瀬大橋が完成して呉市と架橋で結ばれ、
本土との間に常時陸上交通が確保されたことによ
り、昭和55年に離島振興法の指定が解除されてい

る違いがあるかどうかを、2015年調査と2016年調
査の比較によって明らかにした。居住場所による違
いでは、65歳以上の離島居住者の場合、有意な差
が認められる項目が少なく、居住場所による違いは
ほぼみられなかった。一方、65歳未満の離島居住
者の心理的負担時間について、有意な差が認められ
る項目が複数存在した。そのため、65歳未満の離
島居住者に関連するデータを扱う場合は留意する必
要があるといえる。また、年齢による違いでは、例
えば、心理的負担時間における待合ベンチの有無に
ついては、高齢者の方が非高齢者よりも心理的負担
時間は長くなり、少し遠くても座りたい傾向がある
ことが考えられる。
　2-2節で述べたとおり、多くの離島航路は、国が
補助金を交付してその維持を図っており、多額の費
用をかけて離島航路利用者の利便性向上を図ること
は困難というのが実情である。そうした中でも、一
部航路ではバスフロート船＊３が認められ、バス、
タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が、
航行中もフェリーの暴露甲板上の車内にとどまるこ
とができ、乗り換えが発生せず、移動負担感が少な
くなる１）交通システムが導入されている。 
　一方、最近では離島航路の採算性が厳しい背景が
あることから、フェリー型の船舶から旅客船へと小
型化の方向に変わりつつある。旅客船の場合はどう
しても車のまま乗り込むことはできず、港での乗り
換えが発生してしまうため、移動負担感が増加する
傾向がある。このような移動負担感を等価時間係数
と心理的負担時間を用いた一般化時間で評価する場
合は、船舶の形状やターミナルの状況から実際に移
動負担感調査を行うことが最もよいが、本研究で示
した値を用いることで簡便に求めることが可能であ
る。船舶が代替される場合やターミナルの建て替え、
または設備変更は、地方自治体が中心となって計画
を策定するが、その際、経済性だけではなく、利便
性についても評価することが重要であると考える。
本研究の結果は、離島航路に就航する船舶の代替建
造による設備面の変化やターミナルのバリアフリー
化など、環境の変化が予想される場合における離島
航路利用者の利便性が事前に評価できる点で有用で
あると考える。

　今後の課題として、移動負担感調査では、瀬戸内
における複数の離島航路ターミナルの実態調査を通
じて代表的に考えられる項目を中心に行った。しか
し、乗換部分については、さらにどのような項目が
等価時間係数や心理的負担時間によって影響するの
か等について詳細に分析することが必要であると考
える。これにより、限られた費用の中でのターミナ
ルの改造や案内設置等の整備の優先順位等を決定す
ることができ、離島航路利用者の移動負担感の減少
にもつながるものと考えられる。
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る。しかし、早瀬大橋は市の南側に位置しており、
江田島市と呉市の市街地とは倉橋島を経由するルー
トになるため、大幅な迂回ルートとなる。そのため、
日常から船の利用が多い。また同様の理由から、江
田島市から広島市への船の利用も多い。そのため、
等価時間係数と心理的負担時間を算出するにあた
り、十分な回答数が期待できると考えた。また、調
査を実施した航路（Fig.6）は、呉～江田島（小用港）、
広島（宇品港）～江田島（切串港）、広島（宇品港）
～江田島（三高港）の3航路であるが、この3航路は、
いずれも航行時間が20分～30分程度であり、2015
年調査で実施した航路と航行時間がほぼ等しく、使
用船舶（Fig.7）の形態が同じである。そのため、
江田島市の航路において調査することとした。
　移動負担感調査の概要をTable 1に示す。移動負
担感調査は、2016年8月25日～27日の3日間、フェ
リー利用者が配布されたアンケートに自ら回答する
乗船者自記式にて行った。調査票については、個人
属性の居住地の選択肢以外、2015年調査と同様の

ものを用いた。移動負担感調査においてフェリー利
用者に調査した内容をTable 2に示す。

　3-2　移動負担感調査の結果
　3日間にわたる移動負担感調査において、304枚
の回答結果が得られた。回答結果の内訳をTable 3
に示す。離島居住者から233枚、本土居住者からは
65枚の結果が得られた。居住地別にみると、江田
島市から最も多くの回答が得られた。本土居住者は
広島市が最も多かったが、その他本土も多く、近隣
県や関東関西からの利用者もみられた。本研究で
は、これら移動負担感調査の65歳以上の離島居住

者（以下、高齢者）および65歳未満の離島居住者（以
下、非高齢者）の結果を用いて、等価時間係数およ
び心理的負担時間を求めた。 

　4-1　等価時間係数の算出結果
　Table 4は、2015年調査と2016年調査の等価時間
係数を比較したものである。等価時間係数の値は、
1より大きければ水平歩行より負担感が大きく、1
より小さければ水平歩行より負担感が少ないことを
示している。
　2015年調査および2016年調査の高齢者、非高齢
者ともに、バス車内（着座）よりもフェリー船内（着
座）の方が値は小さくなった。つまり、フェリー船
内の方が負担感は少ない結果になった。これは、フェ
リー船内はバス車内より空間的に広く、自由に動く
ことができるためと考えられる。次に、2015年調
査および2016年調査ともに、下り階段よりも上り
階段の方が等価時間係数の値が大きくなった。通常
であれば、上り階段の方が下り階段よりも負担感が
大きいと考えられ、等価時間係数の算出結果につい
ても同様の結果となった。 

　4-2　心理的負担時間の算出結果
　Table 5は、2015年調査と2016年調査の心理的負
担時間を求めた結果である。乗換時に発生する心理
的に負担と感じることに対して時間に換算したもの
で、秒で表している。なお、心理的負担時間は、値
が大きいほど心理的な負担が大きいことを表してい
る。乗換案内の有無は、2015年調査および2016年
調査ともに、高齢者よりも非高齢者の方が心理的負
担時間の値が大きくなった。これは、非高齢者の方
が自ら乗換経路を探そうとする傾向が高齢者よりも
強いと考えられ、心理的負担時間の値が大きくなっ

たといえる。
　出発案内の有無は、非高齢者の方が高齢者よりも
心理的負担時間の値が大きくなった。これは非高齢
者の方が時間を気にして、遠くの場所まで出発時間
を確認したいからだと考えられる。
　待合ベンチの有無は、高齢者の方が非高齢者より
も心理的負担時間の値が大きくなり、少し遠くても
座りたい傾向があることが考えられる。駐車場は非
高齢者、高齢者とも100秒～130秒程度となり、少々
離れていても、車を利用して港へアクセスしたいと
考えていることがわかる。
　4-3　2015年調査と2016年調査の比較
　2015年調査と2016年調査について差があるかど
うかを比較するため、カイ二乗検定により検定を
行った（Table 4、5のP値を参照）。
　等価時間係数では、非高齢者の上り階段のみ5％
有意水準の差が認められたが、他は居住場所による
違いは認められなかった。
　心理的負担時間では、高齢者の乗換案内の有無と
非高齢者の出発案内の有無、料金の支払い、上屋の
有無において5％有意水準の差が認められた。非高
齢者では、複数の項目において有意な差が認められ
る結果となり、特に心理的負担時間については、非
高齢者の場合、施設形態や利用形態の違いといった
項目は、心理的負担時間における居住場所による違
いが生じる項目であることが明らかになった。

　本研究では、一般化時間の算出に必要な等価時間
係数および心理的負担時間について、居住場所によ
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　わが国の有人離島（417島１））のうち、空港が存
在するのは36島のみである。つまり、ほとんどの
離島の住民や来訪者は、高速交通手段を利用できな
いのが現状である。小笠原諸島や沖縄諸島などには、
本土や空港が存在する離島から遠く離れた有人離島
が数多く存在する。これらへのアクセスとして、水
上飛行機（以下、水上機）の活用を提案したい。
　水上機は、水面を滑走路として離着水する航空機
であり、空港がない離島などの地域に航空サービス
を提供できる。世界を見渡せば、カナダ西海岸やモ
ルディブなどで高頻度に水上機が飛び交っている。

日本でも、2016年に水上機による遊覧飛行および
チャーター運送事業が、尾道を拠点として始まって
いる（Fig.1）。

 
　2012年1月に日本大学理工学部の研究者を中心に
設立した「東日本復興水上空港ネットワーク構想研
究会」では、2012年より水上機の国内導入を提唱
してきた３）。きっかけは東日本大震災である。新幹
線や空港から離れた三陸地域など、東日本沿岸部の
復興支援に資するためであるが、東日本に限らず、
新幹線や空港などから離れた地方都市や農山漁村、
観光地は、全国各地にまだ多数存在する。つまり、
高速交通ネットワークの恩恵を受けられるのは限定
的な地域である。特に、離島は陸上交通に頼ること
もできず、多くの場合、アクセス交通は船舶のみで
ある。水上機は、離島の交通アクセス手段として大
いに期待できる。

特集●離島の生活を豊かにする交通／論説

水上飛行機の活用による離島交通イノベーション

　1.　はじめに

　2.　水上空港ネットワーク構想

　Fig.2は、研究会で検討してきた全国ネットワー
クの例である。ここに挙げた地域や路線に限らず、
離着水できる水面は全て対象と考えている。ネット
ワークといっても、定期便就航のイメージではなく、
チャーター等の不定期便をイメージしている。
　水上機は、水面から離発着できる飛行機で車輪の
代わりにフロートを脚につけたフロート機（Fig.1）
と、飛行機の艇体自体で水面に浮くタイプの飛行艇

（Fig.3）とがある。また、水面だけでなく、陸上で
も離発着できる水陸両用タイプもある。フロート水
上機には、プロペラ推進の小型機が用いられる。一
方、飛行艇は大型化が可能である。しかし、地方の
小都市や観光地、離島などの人口過疎地では、大量
輸送は不要である。そこで、フロート水上機（定員

19人以下）を活用することを前提と考えている。
巡航速度は200～300km/hであり、ほぼ新幹線と同
じである。つまり、小量高速交通を全国津々浦々に
提供することを提唱しているのである。
　研究会では、カナダやモルディブなど先進諸外国
における水上機の利活用動向や運航を取り巻く環境

（水面利用の法制度など）の調査、導入された場合
の利用者需要予測および事業化可能性の検討、水上
機の離着水支援システムの開発などを行ってきてい
る６）７）。
　さらには、東日本大震災の被災地である塩竈をは
じめ、いくつかの地域で普及啓発のためのシンポジ
ウムや水上機デモフライトなどを開催してきてい
る。これらの活動は、マスメディアにもたびたび取
り上げられてきた。また一連の活動は、「ジャパン・
レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2016」にお
いて最優秀賞（交通・運輸部門）を受賞するなど、
社会的な評価を得ることができた。

 
　水上機は、大規模な陸上空港を整備することなく、
全国津々浦々の地方都市や離島へ高速交通手段を提
供できる。その導入による効果はいろいろある。こ
こで導入効果を簡単に整理する８）。
1 ）交流活性化
　新幹線や陸上空港から離れた地方都市へ時間価値
の高いビジネスマンなどが出張しやすくなり、地方
在住者が大都市を訪問しやすくなる。交流活性化に
よる地域経済の維持活性化の効果が期待できる。特
に、水上機は都心近くの入江などで離発着できるた
め、陸上空港よりアクセス面で優れており、利便性
が高いのが一般的である。

Innovation of Island Transportation by Utilizing Seaplanes

　海に囲まれた島嶼国である日本は、水上飛行機の活用に適している。特に、離島のア
クセスとして有用であろう。筆者らは東日本大震災の復興をきっかけとして、水上機を
活用した地域創生を提唱してきた。瀬戸内で水上機運送事業が半世紀ぶりに復活し、徐々
に全国でも誘致へ向けた活動が広がり始めている。本稿では、提唱してきた水上空港ネッ
トワーク構想を紹介するとともに、水上機活用の効果、水上機の歴史、離島交通として
の海外先進事例、わが国の動向、導入課題などについて論じてみたい。

　Seaplane transportation is appropriate and useful for Japan, where is an island 
state, especially remote island areas. We have proposed utilization of seaplanes for 
regional recreation science the Great East Japan Earthquake. The seaplane 
transportation business has been restarted in Onomichi after half a century in 
Japan. And attraction activities for seaplane business have been spread to all of 
Japan by slow degrees. In this paper, Seaplane Network Plan, which has been 
proposed by authors, is introduced and usefulness, history, leading cases of foreign 
countries, movements of Japan, and introducing problems are discussed.

2 ）観光振興
　急増しているインバウンドなどの観光客が地方の小
都市や漁村などを訪問しやすくなる。また、日本には
多島海やリアス式海岸があり、上空からの景色が非
常に美しい。クルーズ客船が急速に普及してきてい
るが、日本の素晴らしい沿岸を海から見て、さらに
空から見るというオプショナルツアーも魅力的であろ
う。水上機が水面から飛び立つのを眺めているのも
楽しい。このような新たな観光魅力を創出できる。
3 ）軽量貨物物流
　水上機は、沿岸や離島地域などの物流の速達性を
向上できる。フロート水上機では、小さく軽量な貨
物を旅客とともに運搬できるので、鮮魚などの特産
品の輸送に向いている。
4 ）緊急輸送
　医療品や希少な部品、医療関係者や復旧支援要員
などの緊急輸送にも効果を発揮できる。災害が多い
日本においては、災害時の物資輸送や救援者輸送に
も効果的であろう。ただし、津波や大水害が発生し
た場合、発災直後は水面に漂流物が多く、離着水は
困難である。水面の啓開が行われた後や、津波が発
生しない内陸型地震などでの利活用が想定できる。
　また、離島や半島などの訪問診療への活用は効果
的である。実際、瀬戸内海の離島をボートで訪問診
療している医師がおり、ボートより速達性に優れ、
さらには沖合の波が高いときでも移動できる水上機
の導入を望んでいる９）。
5 ）新規事業展開
　瀬戸内で50年ぶりに復活した水上機運送のよう
な事業が地域において起業されれば、地域経済が潤
う。運航だけでなく、航空機整備に係る雇用の増大
等の経済効果が大きい。 
6 ）パイロットの育成
　日本のみならず、世界中でパイロット不足が深刻
な問題である。水上機運航事業のような小さなエア
ラインや、個人所有の飛行機が盛んに飛べるような
環境をつくることで、パイロットの裾野を拡げるこ
とができる。若い人でパイロットになりたい人は多
いが、エアラインパイロットになるハードルは高い。
水上機のような小型機が普及すれば、パイロットの
裾野を広げ、エアラインパイロットの供給源を確保
することに役立つ。

　ライト兄弟が動力飛行に成功したのが1903年で

ある。その後、飛行機の開発は急速に進み、第一次
世界大戦前には航空輸送事業が行われるようになっ
ていた。大量輸送のために機材は大型化されたが、
当時のエンジンは非力であり、離陸に長大な滑走路
が必要であった。そのため、滑走路を長く確保でき
る水面を利用した飛行艇が、当時の旅客機・貨物機
の主流であった。飛行中にトラブルがあった場合で
も、水面に不時着できるメリットもあり、第一次世
界大戦の頃には，世界中で水上機が全盛を誇るよう
になっていた。
　わが国でも、1920年代初頭に民間航空輸送が開
始されたが、陸上滑走路はほとんど整備されてな
く、水面を利用できる水上機が主に使われていた。
日本航空輸送研究所（1922 - 1939）、大日本航空

（1938-1945）、戦後になっても日東航空（1952-1964）
など、いくつかの航空会社が水上機による旅客輸送
事業を行っていた12）（Fig.4）。ちなみに、1931年には、
かのリンドバーグが水上機で太平洋を横断し、根室
～霞ヶ浦～大阪～福岡に立ち寄っている14）。
　しかし、陸上空港の整備が進み、戦後になって
ジェット機など陸上機も台頭し、さらには水上機の
事故が相次いだことなどの理由により、日本の空か
ら水上機輸送事業は消えていった。
　現役の水上機は、国産のUS-2等が救難飛行艇と
して活躍している（Fig.3）。ニュースキャスターの
辛坊治郎氏がヨットで太平洋横断中に遭難し、その
際に救助したことがニュース等で報道されて話題と
なった。外洋の3mに及ぶ波高でも離着水できる非
常に性能の高い機材である。しかし、自衛隊専用機
であり、民間転用の改装費用がかさむとのことであ
る。また、プライベートのフロート水上機は、2007
年に個人によって日本へ持ち込まれた。その後、前

述の通り、2016年に尾道を拠点として、せとうち
SEAPLANES社が水上機を用いて遊覧飛行・チャー
ター運送を行うようになり、今夏には松江（中海）
を拠点として遊覧飛行を開始した。国内でも水上機
がわずかながら増えてきている。
　一方、海外に目を向けると、バンクーバーやシア
トルなどの北米西海岸では、水上機による運送事業
が非常に活発に行われている。シアトルで水上機運
送事業を行っているKenmore Airは、戦後すぐの
1946年に設立されている。バンクーバーのHarbour 
Airは、1982年に設立され、その後、2000年頃から
世界中で導入が進みはじめた。クロアチア、イギリ
ス、デンマークなどの西欧諸国でも水上機運送事業
が行われるようになり、さらにはインド、モルディ
ブ、スリランカ、タイ、ベトナム、インドネシア、
ニュージーランド、中国、日本等に広がっている。
北米大陸西海岸から西欧、そして、アジア・オセア
ニアへと世界中に急速に普及してきている。
 

　5-1　カナダ西海岸
　カナダ西部のブリティッシュコロンビア（BC）州
の州都ヴィクトリアは、バンクーバー島に位置する。
四国とほぼ同じ大きさであり、周辺には多数の島が
点在している。BC州最大の都市は、大陸本土に位
置するバンクーバーであるが、それら本土とは橋梁
は架設されておらず、主要な交通手段はフェリーで
ある。
　この地域では、世界最大の水上機による定期便
ネットワークが形成されている（Fig.5）。主たる運
航会社はHarbour Airであり、その他に遊覧飛行・
チャーター便を運航する会社もある。ネットワーク
の拠点は、バンクーバーである。ビクトリア便がメ
インルートであり、朝と夕は30分置き、日中は60
分置きと高頻度に運航されている。なお、水上機は
有視界飛行方式（VFR：Visual Flight Rules）が基
本であり、離着水エリアには照明設備がないため、
日の出から日没までがオペレーションタイムであ
る。フライト所要時間は約30分、料金は250カナダ
ドル程度である。一方、バスとフェリーでは約4時
間で約40Cドルである。従って，ビジネスマンや年
配の観光客がよく利用している。その他のルートは、
バンクーバー島のナナイモ、コモなどの他、山岳リ
ゾート地であるウィスラーなどを結んでいる。機材
は主にDHC-3 Otter（14 seats）が使われている。

Otterは1965年で製造が終了しているが、エンジン
を積み替えるなどの改良を繰り返して使用されてい
る。Otterはシングルエンジンであるため、パイロッ
トは1人で運航ができる。そのため、運航コストを
抑えられることから、現在でも多くの機材が使用さ
れている。
　バンクーバーには、2つの水上空港（Seaplane Base, 
以下SPB）がある。ダウンタウンにあるVancouver 
Harbour Flight Centre（VHFC）は、世界最大規模
を誇るSPBである（Fig.6）。VHFCは、バンクーバー

（コーラル）ハーバーに立地している。このハーバー
は奥深く切れ込んだ大きな入江であり、コンテナ港
湾や旅客船ターミナル、マリーナもあり、船舶の往

もある。

　航空法第79条には、「航空機は、陸上にあつては
空港等以外の場所において、水上にあつては国土交
通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸し
てはならない」と記されている。つまり、陸上とは
異なり、水上ならば空港等以外でも離着水できる。
とはいえ、1km程度の距離がある静穏な水域およ
び、その周辺の空域に障害物がないことが必要条件
である。入江や港湾、湖沼、河川などで、この条件
が整う水域は日本各地に無数に存在する。
　しかし、これらの水域は、船舶や漁業、レジャー
等で利活用されている。水上機は半世紀にわたり運
航が途絶えていたため、既存の水面利用者にしてみ
れば、高速の飛行機が同じ水面を利用することへの
不安がある。既存利用者との事前調整は不可欠であ
る。一方、海外では、船舶等の水面利用者と共同で
水面を利用している場合が多い。船舶や水上機のト
ラフィックはさほど多くないことから、時間を譲り
合いながらの運用は十分可能である。狭い水域にお
いて過密なトラフィックがある場合には、前述の
ヴィクトリア（カナダ）の事例が参考になる。船舶
と水上機の運用ルールを定めたトラフィックスキー
ムを定めるのも一案である。

　前述のとおり、2016年に尾道で水上機による遊
覧飛行等が開始され、今夏には松江でもサービスが
開始された。われわれの水上空港ネットワーク構想
研究会も普及へ向けて啓発活動を進め、霞ヶ浦など
での誘致活動を展開している。他にも、いくつかの
地域において、水上機の導入検討が進められている。
　岩手県宮古市は、5～6年前に独自に導入に向け
た調査を行っている。また、島根県浜田市では地元
経済界が日本海側を点々と結ぶような構想を持ち、
水上機の運航誘致のための協議会を設立した。我々
の研究会も、この活動に協力している。
　離島地域においても、いくつかの検討が進められ
てきた経緯がある。沖縄では波照間空港の活用を目
指して、プライベート水上機を使って試験飛行を実
施した。熊本県上天草市では、水上機の遊覧事業の
誘致が進められていた。遊覧飛行のデモフライトを
実施したが、諸事情により、事業化直前で検討が中
止されてしまった。

　いずれも、離着水の水面確保などには課題はない
ことが明らかとなったが、実際に水上機の運航を行
う事業者が不足していることが大きな課題であり、
全国各地への展開までは至っていない。航空事業の
新規参入は、極めてハードルが高いのが一般的であ
る。航空事業独特の安全管理、航空機の調達や運航
などに費用がかさむことなどが主な理由であり、小
都市や農山漁村の小規模需要（旅客および貨物を合
わせても）で採算を確保することはリスクが大きい。
特に離島では需要規模が小さく、また地元において
航空機整備や運航支援業務などを請け負う人材確保
などの課題もある。国では、2011年度より「地域
公共交通確保維持改善事業　～生活交通サバイバル
戦略～」を創設し、離島航路および航空路に対する
支援を実施している18）。それぞれの離島のニーズを
把握し，さらに積極的にニーズを掘り起こし、離島
航空路維持の補助メニュー等を活用しながら、地域
に根ざした航空事業を育てることが肝要であろう。
　このような課題があるものの、日本各地から水上
機を誘致したいとの声が上がり始めている。そこで、
筆者らが協力して、みなと総合研究財団において、
水上機事業を誘致するためのガイドブック10）を制
作し、今夏に発刊した。このガイドブックでは、水
上機の魅力を伝えるとともに、地域が誘致へ向けて
どのように環境を整えるか、どのように気運を高め
るかなどをまとめている。
 

　海に囲まれた島嶼国である日本でこそ、水上機の
活用が適している。特に、離島のアクセスとして有
用だと考えている。
　東日本大震災の復興をきっかけとしてスタートし
た水上空港ネットワーク構想であるが、瀬戸内で水
上機運送事業が半世紀ぶりに復活し、徐々に全国で
も誘致へ向けた活動が広がり始めている。水上機に
よる高速交通イノベーションを実現し、全国津々
浦々の地方創生が確実に進めばと願っている。
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来が頻繁である。このように船舶の往来の激しい湾
内で、水上機が5～10分程度の間隔で着水と離水を
繰り返している。水上機の離発着が定められたエリ
アは、Area Alfaと名付けられた旅客ターミナル沖
合に設けられたほぼ正方形（1辺 2km程）のエリ
アで、離着水の方向までは指定されていない。大型
の貨物船やクルーズ客船の動線とは、おおむね重な
らないが、その動線とは隣接している。プレジャー
ボートなどの小型船は、このエリアの西にマリーナ
があることから、そこそこの頻度でエリア内を航行
している。とはいえ、船舶や水上機は、多くても数
分程度の航行頻度であり、それらがお互いに空間と
時間を譲歩しながら航行しているため、交錯が問題
となることはほとんどない。
　バンクーバーのもう一つのSPBは、ダウンタウ
ンから南へ約15kmにあるバンクーバー国際空港に
隣接するフレーザー川にある。河口付近のため流れ
は緩慢であり、河幅は200ｍほどである。大型船舶
の航行はほとんどなく、小型船舶がたまに航行して
いる。水上機が10～20分置きに離着水を繰り返し
ている。
　ヴィクトリアのダウンタウンは、ヴィクトリアハー
バーを囲むように拡がっている。SPBは、そのダウ
ンタウンに立地している。ヴィクトリアは、狭あい
な入江を大型船舶からカヌーなどの小さなボートま
で、多様な使われ方をしている特殊な事例である。
過去に船舶と水上機の交錯危険性や、周辺住宅地で
騒音に対する懸念の声が上がったことから、港湾管
理者（国機関）が地域住民や船舶などの水域利用者
を巻き込んで検討を進め、水域利用区域の設定やト
ラフィックルールを定めたWater Airport Operations 
Manualを策定している（Fig.7）。水上機の離着水
は大型船の航路を共用し、その航路には小型船やカ

ヌーなどの進入を原則禁止している。また、市街地
に近いことから騒音に対する問題もあり、離水時の
エンジン音を避けるために、離水時は市街地に離れ
たランウェイをできるだけ使っている。このように
多様な水面利用者としっかりと調整しながら、水上
機が安全安心に離着水できる環境を整えている。
　5-2　モルディブ
　世界有数のリゾート国であるモルディブは、イン
ドとスリランカの南西のインド洋にある島嶼国であ
る。南北800kmの地域に26の環礁と約1,200の島々
があり、約200の島に人が住んでいる。人口はおよ
そ40万人（2014年）である。主産業は観光業であり、
年間120万人（2015年）が訪れている。
　島国であるが故に、モルディブの国内移動は船舶
および航空に限定される。ほぼ中心に位置するフル
レ島（首都マレ）には、ヴェラナ国際空港があり、ヨー
ロッパや中東、アジア各地から多くの航空会社が乗
り入れている。また、同空港はリゾートアイランド
への国内航空（水上機含む）の拠点となっており、
多数の便が運航されている。
　水上機の運航事業者は2社である＊１。1989年よ
りヘリコプター事業を、1993年より水上機事業を
開始した老舗の Trans Maldivian Airway（TMA）、
お よ び 国 営 企 業 と し て2000年 に 設 立 さ れ た
Maldivian (airline)が国際線・国内線旅客機に加え
て、水上機による運航サービスを行っている。機材
はすべてDHC-6 Twin Otter（18 seats）が使われ
ている。
　水上機ネットワークは、ヴェラナ国際空港を拠点
として、リゾートアイランド間を結んでいる（Fig. 8）。
リゾートアイランドは、島に1つのホテルが立地し
て、コテージなどの宿泊施設やレストラン、海洋ア
クティビティ施設などが整備されているケースがほ
とんどである（Fig.9）。国内には200余りのリゾー
トアイランドがあり、このうち72のリゾートアイ
ランドに水上機の運航サービスが提供されている。
平均的に一日300フライト程度が運航されている。
ほとんどが観光客であり、特にクリスマス・年末年
始・中国の旧正月はハイシーズンであり、多くの利
用がある。観光客に加え、地元の人の利用もある。
運航形態は定期便ではなく、主にリゾートアイラン
ドのホテルからの要請により、ホテル客の送迎を
行っている。いってみれば、予約制の乗合タクシー

のような運航形態である。そのため、さまざまなリ
ゾートアイランドを経由する、いわゆるアイランド
ホッパーの運航形態となる場合もある。
　水上機の離発着場は、主にラグーン内で行われて
いる。ヴェラナ国際空港もラグーンアイランドに整
備されており、水上機の離着水は、そのラグーンに
設けられた専用水域で行われている。水上のラン
ウェイはFig.10に示すように、約1,200m×60mと

約900m×60mの2本が配置されている。なお、専
用水域のため船舶の往来はない。一方、ほとんどの
リゾートアイランドもラグーン内で離着水してい
る。水上機の搭乗施設は桟橋ではなく、沖合に浮か
べられたプラットフォーム（FPF: Floating Platform）
が用いられるのが一般的である（Fig.11）。ビーチ
からFPFへは、船舶にて送迎を行う。FPFは風向
きに合わせて自由に方向が変えられるため、季節に
よって変化する風向に合わせたり、漂砂による浅場
を避けたりしながらラグーン内を移動させている。
時にはラグーン外に設置する場合もある。加えて、
陸地から離れることによって、ホテルへの騒音を軽
減できるとともに、ビーチ周辺のレジャーアクティ
ビティ（海水浴やボートなど）を阻害しないためで
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　わが国の有人離島（417島１））のうち、空港が存
在するのは36島のみである。つまり、ほとんどの
離島の住民や来訪者は、高速交通手段を利用できな
いのが現状である。小笠原諸島や沖縄諸島などには、
本土や空港が存在する離島から遠く離れた有人離島
が数多く存在する。これらへのアクセスとして、水
上飛行機（以下、水上機）の活用を提案したい。
　水上機は、水面を滑走路として離着水する航空機
であり、空港がない離島などの地域に航空サービス
を提供できる。世界を見渡せば、カナダ西海岸やモ
ルディブなどで高頻度に水上機が飛び交っている。

日本でも、2016年に水上機による遊覧飛行および
チャーター運送事業が、尾道を拠点として始まって
いる（Fig.1）。

 
　2012年1月に日本大学理工学部の研究者を中心に
設立した「東日本復興水上空港ネットワーク構想研
究会」では、2012年より水上機の国内導入を提唱
してきた３）。きっかけは東日本大震災である。新幹
線や空港から離れた三陸地域など、東日本沿岸部の
復興支援に資するためであるが、東日本に限らず、
新幹線や空港などから離れた地方都市や農山漁村、
観光地は、全国各地にまだ多数存在する。つまり、
高速交通ネットワークの恩恵を受けられるのは限定
的な地域である。特に、離島は陸上交通に頼ること
もできず、多くの場合、アクセス交通は船舶のみで
ある。水上機は、離島の交通アクセス手段として大
いに期待できる。

（ 29 ）
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水上飛行機の活用による離島交通イノベーション

　Fig.2は、研究会で検討してきた全国ネットワー
クの例である。ここに挙げた地域や路線に限らず、
離着水できる水面は全て対象と考えている。ネット
ワークといっても、定期便就航のイメージではなく、
チャーター等の不定期便をイメージしている。
　水上機は、水面から離発着できる飛行機で車輪の
代わりにフロートを脚につけたフロート機（Fig.1）
と、飛行機の艇体自体で水面に浮くタイプの飛行艇

（Fig.3）とがある。また、水面だけでなく、陸上で
も離発着できる水陸両用タイプもある。フロート水
上機には、プロペラ推進の小型機が用いられる。一
方、飛行艇は大型化が可能である。しかし、地方の
小都市や観光地、離島などの人口過疎地では、大量
輸送は不要である。そこで、フロート水上機（定員

19人以下）を活用することを前提と考えている。
巡航速度は200～300km/hであり、ほぼ新幹線と同
じである。つまり、小量高速交通を全国津々浦々に
提供することを提唱しているのである。
　研究会では、カナダやモルディブなど先進諸外国
における水上機の利活用動向や運航を取り巻く環境

（水面利用の法制度など）の調査、導入された場合
の利用者需要予測および事業化可能性の検討、水上
機の離着水支援システムの開発などを行ってきてい
る６）７）。
　さらには、東日本大震災の被災地である塩竈をは
じめ、いくつかの地域で普及啓発のためのシンポジ
ウムや水上機デモフライトなどを開催してきてい
る。これらの活動は、マスメディアにもたびたび取
り上げられてきた。また一連の活動は、「ジャパン・
レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2016」にお
いて最優秀賞（交通・運輸部門）を受賞するなど、
社会的な評価を得ることができた。

 
　水上機は、大規模な陸上空港を整備することなく、
全国津々浦々の地方都市や離島へ高速交通手段を提
供できる。その導入による効果はいろいろある。こ
こで導入効果を簡単に整理する８）。
1 ）交流活性化
　新幹線や陸上空港から離れた地方都市へ時間価値
の高いビジネスマンなどが出張しやすくなり、地方
在住者が大都市を訪問しやすくなる。交流活性化に
よる地域経済の維持活性化の効果が期待できる。特
に、水上機は都心近くの入江などで離発着できるた
め、陸上空港よりアクセス面で優れており、利便性
が高いのが一般的である。

　3.　水上機の導入効果

2 ）観光振興
　急増しているインバウンドなどの観光客が地方の小
都市や漁村などを訪問しやすくなる。また、日本には
多島海やリアス式海岸があり、上空からの景色が非
常に美しい。クルーズ客船が急速に普及してきてい
るが、日本の素晴らしい沿岸を海から見て、さらに
空から見るというオプショナルツアーも魅力的であろ
う。水上機が水面から飛び立つのを眺めているのも
楽しい。このような新たな観光魅力を創出できる。
3 ）軽量貨物物流
　水上機は、沿岸や離島地域などの物流の速達性を
向上できる。フロート水上機では、小さく軽量な貨
物を旅客とともに運搬できるので、鮮魚などの特産
品の輸送に向いている。
4 ）緊急輸送
　医療品や希少な部品、医療関係者や復旧支援要員
などの緊急輸送にも効果を発揮できる。災害が多い
日本においては、災害時の物資輸送や救援者輸送に
も効果的であろう。ただし、津波や大水害が発生し
た場合、発災直後は水面に漂流物が多く、離着水は
困難である。水面の啓開が行われた後や、津波が発
生しない内陸型地震などでの利活用が想定できる。
　また、離島や半島などの訪問診療への活用は効果
的である。実際、瀬戸内海の離島をボートで訪問診
療している医師がおり、ボートより速達性に優れ、
さらには沖合の波が高いときでも移動できる水上機
の導入を望んでいる９）。
5 ）新規事業展開
　瀬戸内で50年ぶりに復活した水上機運送のよう
な事業が地域において起業されれば、地域経済が潤
う。運航だけでなく、航空機整備に係る雇用の増大
等の経済効果が大きい。 
6 ）パイロットの育成
　日本のみならず、世界中でパイロット不足が深刻
な問題である。水上機運航事業のような小さなエア
ラインや、個人所有の飛行機が盛んに飛べるような
環境をつくることで、パイロットの裾野を拡げるこ
とができる。若い人でパイロットになりたい人は多
いが、エアラインパイロットになるハードルは高い。
水上機のような小型機が普及すれば、パイロットの
裾野を広げ、エアラインパイロットの供給源を確保
することに役立つ。

　ライト兄弟が動力飛行に成功したのが1903年で

ある。その後、飛行機の開発は急速に進み、第一次
世界大戦前には航空輸送事業が行われるようになっ
ていた。大量輸送のために機材は大型化されたが、
当時のエンジンは非力であり、離陸に長大な滑走路
が必要であった。そのため、滑走路を長く確保でき
る水面を利用した飛行艇が、当時の旅客機・貨物機
の主流であった。飛行中にトラブルがあった場合で
も、水面に不時着できるメリットもあり、第一次世
界大戦の頃には，世界中で水上機が全盛を誇るよう
になっていた。
　わが国でも、1920年代初頭に民間航空輸送が開
始されたが、陸上滑走路はほとんど整備されてな
く、水面を利用できる水上機が主に使われていた。
日本航空輸送研究所（1922 - 1939）、大日本航空

（1938-1945）、戦後になっても日東航空（1952-1964）
など、いくつかの航空会社が水上機による旅客輸送
事業を行っていた12）（Fig.4）。ちなみに、1931年には、
かのリンドバーグが水上機で太平洋を横断し、根室
～霞ヶ浦～大阪～福岡に立ち寄っている14）。
　しかし、陸上空港の整備が進み、戦後になって
ジェット機など陸上機も台頭し、さらには水上機の
事故が相次いだことなどの理由により、日本の空か
ら水上機輸送事業は消えていった。
　現役の水上機は、国産のUS-2等が救難飛行艇と
して活躍している（Fig.3）。ニュースキャスターの
辛坊治郎氏がヨットで太平洋横断中に遭難し、その
際に救助したことがニュース等で報道されて話題と
なった。外洋の3mに及ぶ波高でも離着水できる非
常に性能の高い機材である。しかし、自衛隊専用機
であり、民間転用の改装費用がかさむとのことであ
る。また、プライベートのフロート水上機は、2007
年に個人によって日本へ持ち込まれた。その後、前

述の通り、2016年に尾道を拠点として、せとうち
SEAPLANES社が水上機を用いて遊覧飛行・チャー
ター運送を行うようになり、今夏には松江（中海）
を拠点として遊覧飛行を開始した。国内でも水上機
がわずかながら増えてきている。
　一方、海外に目を向けると、バンクーバーやシア
トルなどの北米西海岸では、水上機による運送事業
が非常に活発に行われている。シアトルで水上機運
送事業を行っているKenmore Airは、戦後すぐの
1946年に設立されている。バンクーバーのHarbour 
Airは、1982年に設立され、その後、2000年頃から
世界中で導入が進みはじめた。クロアチア、イギリ
ス、デンマークなどの西欧諸国でも水上機運送事業
が行われるようになり、さらにはインド、モルディ
ブ、スリランカ、タイ、ベトナム、インドネシア、
ニュージーランド、中国、日本等に広がっている。
北米大陸西海岸から西欧、そして、アジア・オセア
ニアへと世界中に急速に普及してきている。
 

　5-1　カナダ西海岸
　カナダ西部のブリティッシュコロンビア（BC）州
の州都ヴィクトリアは、バンクーバー島に位置する。
四国とほぼ同じ大きさであり、周辺には多数の島が
点在している。BC州最大の都市は、大陸本土に位
置するバンクーバーであるが、それら本土とは橋梁
は架設されておらず、主要な交通手段はフェリーで
ある。
　この地域では、世界最大の水上機による定期便
ネットワークが形成されている（Fig.5）。主たる運
航会社はHarbour Airであり、その他に遊覧飛行・
チャーター便を運航する会社もある。ネットワーク
の拠点は、バンクーバーである。ビクトリア便がメ
インルートであり、朝と夕は30分置き、日中は60
分置きと高頻度に運航されている。なお、水上機は
有視界飛行方式（VFR：Visual Flight Rules）が基
本であり、離着水エリアには照明設備がないため、
日の出から日没までがオペレーションタイムであ
る。フライト所要時間は約30分、料金は250カナダ
ドル程度である。一方、バスとフェリーでは約4時
間で約40Cドルである。従って，ビジネスマンや年
配の観光客がよく利用している。その他のルートは、
バンクーバー島のナナイモ、コモなどの他、山岳リ
ゾート地であるウィスラーなどを結んでいる。機材
は主にDHC-3 Otter（14 seats）が使われている。

Otterは1965年で製造が終了しているが、エンジン
を積み替えるなどの改良を繰り返して使用されてい
る。Otterはシングルエンジンであるため、パイロッ
トは1人で運航ができる。そのため、運航コストを
抑えられることから、現在でも多くの機材が使用さ
れている。
　バンクーバーには、2つの水上空港（Seaplane Base, 
以下SPB）がある。ダウンタウンにあるVancouver 
Harbour Flight Centre（VHFC）は、世界最大規模
を誇るSPBである（Fig.6）。VHFCは、バンクーバー

（コーラル）ハーバーに立地している。このハーバー
は奥深く切れ込んだ大きな入江であり、コンテナ港
湾や旅客船ターミナル、マリーナもあり、船舶の往

もある。

　航空法第79条には、「航空機は、陸上にあつては
空港等以外の場所において、水上にあつては国土交
通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸し
てはならない」と記されている。つまり、陸上とは
異なり、水上ならば空港等以外でも離着水できる。
とはいえ、1km程度の距離がある静穏な水域およ
び、その周辺の空域に障害物がないことが必要条件
である。入江や港湾、湖沼、河川などで、この条件
が整う水域は日本各地に無数に存在する。
　しかし、これらの水域は、船舶や漁業、レジャー
等で利活用されている。水上機は半世紀にわたり運
航が途絶えていたため、既存の水面利用者にしてみ
れば、高速の飛行機が同じ水面を利用することへの
不安がある。既存利用者との事前調整は不可欠であ
る。一方、海外では、船舶等の水面利用者と共同で
水面を利用している場合が多い。船舶や水上機のト
ラフィックはさほど多くないことから、時間を譲り
合いながらの運用は十分可能である。狭い水域にお
いて過密なトラフィックがある場合には、前述の
ヴィクトリア（カナダ）の事例が参考になる。船舶
と水上機の運用ルールを定めたトラフィックスキー
ムを定めるのも一案である。

　前述のとおり、2016年に尾道で水上機による遊
覧飛行等が開始され、今夏には松江でもサービスが
開始された。われわれの水上空港ネットワーク構想
研究会も普及へ向けて啓発活動を進め、霞ヶ浦など
での誘致活動を展開している。他にも、いくつかの
地域において、水上機の導入検討が進められている。
　岩手県宮古市は、5～6年前に独自に導入に向け
た調査を行っている。また、島根県浜田市では地元
経済界が日本海側を点々と結ぶような構想を持ち、
水上機の運航誘致のための協議会を設立した。我々
の研究会も、この活動に協力している。
　離島地域においても、いくつかの検討が進められ
てきた経緯がある。沖縄では波照間空港の活用を目
指して、プライベート水上機を使って試験飛行を実
施した。熊本県上天草市では、水上機の遊覧事業の
誘致が進められていた。遊覧飛行のデモフライトを
実施したが、諸事情により、事業化直前で検討が中
止されてしまった。

　いずれも、離着水の水面確保などには課題はない
ことが明らかとなったが、実際に水上機の運航を行
う事業者が不足していることが大きな課題であり、
全国各地への展開までは至っていない。航空事業の
新規参入は、極めてハードルが高いのが一般的であ
る。航空事業独特の安全管理、航空機の調達や運航
などに費用がかさむことなどが主な理由であり、小
都市や農山漁村の小規模需要（旅客および貨物を合
わせても）で採算を確保することはリスクが大きい。
特に離島では需要規模が小さく、また地元において
航空機整備や運航支援業務などを請け負う人材確保
などの課題もある。国では、2011年度より「地域
公共交通確保維持改善事業　～生活交通サバイバル
戦略～」を創設し、離島航路および航空路に対する
支援を実施している18）。それぞれの離島のニーズを
把握し，さらに積極的にニーズを掘り起こし、離島
航空路維持の補助メニュー等を活用しながら、地域
に根ざした航空事業を育てることが肝要であろう。
　このような課題があるものの、日本各地から水上
機を誘致したいとの声が上がり始めている。そこで、
筆者らが協力して、みなと総合研究財団において、
水上機事業を誘致するためのガイドブック10）を制
作し、今夏に発刊した。このガイドブックでは、水
上機の魅力を伝えるとともに、地域が誘致へ向けて
どのように環境を整えるか、どのように気運を高め
るかなどをまとめている。
 

　海に囲まれた島嶼国である日本でこそ、水上機の
活用が適している。特に、離島のアクセスとして有
用だと考えている。
　東日本大震災の復興をきっかけとしてスタートし
た水上空港ネットワーク構想であるが、瀬戸内で水
上機運送事業が半世紀ぶりに復活し、徐々に全国で
も誘致へ向けた活動が広がり始めている。水上機に
よる高速交通イノベーションを実現し、全国津々
浦々の地方創生が確実に進めばと願っている。
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来が頻繁である。このように船舶の往来の激しい湾
内で、水上機が5～10分程度の間隔で着水と離水を
繰り返している。水上機の離発着が定められたエリ
アは、Area Alfaと名付けられた旅客ターミナル沖
合に設けられたほぼ正方形（1辺 2km程）のエリ
アで、離着水の方向までは指定されていない。大型
の貨物船やクルーズ客船の動線とは、おおむね重な
らないが、その動線とは隣接している。プレジャー
ボートなどの小型船は、このエリアの西にマリーナ
があることから、そこそこの頻度でエリア内を航行
している。とはいえ、船舶や水上機は、多くても数
分程度の航行頻度であり、それらがお互いに空間と
時間を譲歩しながら航行しているため、交錯が問題
となることはほとんどない。
　バンクーバーのもう一つのSPBは、ダウンタウ
ンから南へ約15kmにあるバンクーバー国際空港に
隣接するフレーザー川にある。河口付近のため流れ
は緩慢であり、河幅は200ｍほどである。大型船舶
の航行はほとんどなく、小型船舶がたまに航行して
いる。水上機が10～20分置きに離着水を繰り返し
ている。
　ヴィクトリアのダウンタウンは、ヴィクトリアハー
バーを囲むように拡がっている。SPBは、そのダウ
ンタウンに立地している。ヴィクトリアは、狭あい
な入江を大型船舶からカヌーなどの小さなボートま
で、多様な使われ方をしている特殊な事例である。
過去に船舶と水上機の交錯危険性や、周辺住宅地で
騒音に対する懸念の声が上がったことから、港湾管
理者（国機関）が地域住民や船舶などの水域利用者
を巻き込んで検討を進め、水域利用区域の設定やト
ラフィックルールを定めたWater Airport Operations 
Manualを策定している（Fig.7）。水上機の離着水
は大型船の航路を共用し、その航路には小型船やカ

ヌーなどの進入を原則禁止している。また、市街地
に近いことから騒音に対する問題もあり、離水時の
エンジン音を避けるために、離水時は市街地に離れ
たランウェイをできるだけ使っている。このように
多様な水面利用者としっかりと調整しながら、水上
機が安全安心に離着水できる環境を整えている。
　5-2　モルディブ
　世界有数のリゾート国であるモルディブは、イン
ドとスリランカの南西のインド洋にある島嶼国であ
る。南北800kmの地域に26の環礁と約1,200の島々
があり、約200の島に人が住んでいる。人口はおよ
そ40万人（2014年）である。主産業は観光業であり、
年間120万人（2015年）が訪れている。
　島国であるが故に、モルディブの国内移動は船舶
および航空に限定される。ほぼ中心に位置するフル
レ島（首都マレ）には、ヴェラナ国際空港があり、ヨー
ロッパや中東、アジア各地から多くの航空会社が乗
り入れている。また、同空港はリゾートアイランド
への国内航空（水上機含む）の拠点となっており、
多数の便が運航されている。
　水上機の運航事業者は2社である＊１。1989年よ
りヘリコプター事業を、1993年より水上機事業を
開始した老舗の Trans Maldivian Airway（TMA）、
お よ び 国 営 企 業 と し て2000年 に 設 立 さ れ た
Maldivian (airline)が国際線・国内線旅客機に加え
て、水上機による運航サービスを行っている。機材
はすべてDHC-6 Twin Otter（18 seats）が使われ
ている。
　水上機ネットワークは、ヴェラナ国際空港を拠点
として、リゾートアイランド間を結んでいる（Fig. 8）。
リゾートアイランドは、島に1つのホテルが立地し
て、コテージなどの宿泊施設やレストラン、海洋ア
クティビティ施設などが整備されているケースがほ
とんどである（Fig.9）。国内には200余りのリゾー
トアイランドがあり、このうち72のリゾートアイ
ランドに水上機の運航サービスが提供されている。
平均的に一日300フライト程度が運航されている。
ほとんどが観光客であり、特にクリスマス・年末年
始・中国の旧正月はハイシーズンであり、多くの利
用がある。観光客に加え、地元の人の利用もある。
運航形態は定期便ではなく、主にリゾートアイラン
ドのホテルからの要請により、ホテル客の送迎を
行っている。いってみれば、予約制の乗合タクシー

のような運航形態である。そのため、さまざまなリ
ゾートアイランドを経由する、いわゆるアイランド
ホッパーの運航形態となる場合もある。
　水上機の離発着場は、主にラグーン内で行われて
いる。ヴェラナ国際空港もラグーンアイランドに整
備されており、水上機の離着水は、そのラグーンに
設けられた専用水域で行われている。水上のラン
ウェイはFig.10に示すように、約1,200m×60mと

約900m×60mの2本が配置されている。なお、専
用水域のため船舶の往来はない。一方、ほとんどの
リゾートアイランドもラグーン内で離着水してい
る。水上機の搭乗施設は桟橋ではなく、沖合に浮か
べられたプラットフォーム（FPF: Floating Platform）
が用いられるのが一般的である（Fig.11）。ビーチ
からFPFへは、船舶にて送迎を行う。FPFは風向
きに合わせて自由に方向が変えられるため、季節に
よって変化する風向に合わせたり、漂砂による浅場
を避けたりしながらラグーン内を移動させている。
時にはラグーン外に設置する場合もある。加えて、
陸地から離れることによって、ホテルへの騒音を軽
減できるとともに、ビーチ周辺のレジャーアクティ
ビティ（海水浴やボートなど）を阻害しないためで

Fig.1　水上飛行機
（出典）株式会社せとうちSEAPLANES Web２）

Fig.2　水上機による全国地方創生モデルのイメージ４）

Fig.3　飛行艇US-2
（出典）新明和工業株式会社 Web５）



　わが国の有人離島（417島１））のうち、空港が存
在するのは36島のみである。つまり、ほとんどの
離島の住民や来訪者は、高速交通手段を利用できな
いのが現状である。小笠原諸島や沖縄諸島などには、
本土や空港が存在する離島から遠く離れた有人離島
が数多く存在する。これらへのアクセスとして、水
上飛行機（以下、水上機）の活用を提案したい。
　水上機は、水面を滑走路として離着水する航空機
であり、空港がない離島などの地域に航空サービス
を提供できる。世界を見渡せば、カナダ西海岸やモ
ルディブなどで高頻度に水上機が飛び交っている。

日本でも、2016年に水上機による遊覧飛行および
チャーター運送事業が、尾道を拠点として始まって
いる（Fig.1）。

 
　2012年1月に日本大学理工学部の研究者を中心に
設立した「東日本復興水上空港ネットワーク構想研
究会」では、2012年より水上機の国内導入を提唱
してきた３）。きっかけは東日本大震災である。新幹
線や空港から離れた三陸地域など、東日本沿岸部の
復興支援に資するためであるが、東日本に限らず、
新幹線や空港などから離れた地方都市や農山漁村、
観光地は、全国各地にまだ多数存在する。つまり、
高速交通ネットワークの恩恵を受けられるのは限定
的な地域である。特に、離島は陸上交通に頼ること
もできず、多くの場合、アクセス交通は船舶のみで
ある。水上機は、離島の交通アクセス手段として大
いに期待できる。

　Fig.2は、研究会で検討してきた全国ネットワー
クの例である。ここに挙げた地域や路線に限らず、
離着水できる水面は全て対象と考えている。ネット
ワークといっても、定期便就航のイメージではなく、
チャーター等の不定期便をイメージしている。
　水上機は、水面から離発着できる飛行機で車輪の
代わりにフロートを脚につけたフロート機（Fig.1）
と、飛行機の艇体自体で水面に浮くタイプの飛行艇

（Fig.3）とがある。また、水面だけでなく、陸上で
も離発着できる水陸両用タイプもある。フロート水
上機には、プロペラ推進の小型機が用いられる。一
方、飛行艇は大型化が可能である。しかし、地方の
小都市や観光地、離島などの人口過疎地では、大量
輸送は不要である。そこで、フロート水上機（定員

19人以下）を活用することを前提と考えている。
巡航速度は200～300km/hであり、ほぼ新幹線と同
じである。つまり、小量高速交通を全国津々浦々に
提供することを提唱しているのである。
　研究会では、カナダやモルディブなど先進諸外国
における水上機の利活用動向や運航を取り巻く環境

（水面利用の法制度など）の調査、導入された場合
の利用者需要予測および事業化可能性の検討、水上
機の離着水支援システムの開発などを行ってきてい
る６）７）。
　さらには、東日本大震災の被災地である塩竈をは
じめ、いくつかの地域で普及啓発のためのシンポジ
ウムや水上機デモフライトなどを開催してきてい
る。これらの活動は、マスメディアにもたびたび取
り上げられてきた。また一連の活動は、「ジャパン・
レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2016」にお
いて最優秀賞（交通・運輸部門）を受賞するなど、
社会的な評価を得ることができた。

 
　水上機は、大規模な陸上空港を整備することなく、
全国津々浦々の地方都市や離島へ高速交通手段を提
供できる。その導入による効果はいろいろある。こ
こで導入効果を簡単に整理する８）。
1 ）交流活性化
　新幹線や陸上空港から離れた地方都市へ時間価値
の高いビジネスマンなどが出張しやすくなり、地方
在住者が大都市を訪問しやすくなる。交流活性化に
よる地域経済の維持活性化の効果が期待できる。特
に、水上機は都心近くの入江などで離発着できるた
め、陸上空港よりアクセス面で優れており、利便性
が高いのが一般的である。
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2 ）観光振興
　急増しているインバウンドなどの観光客が地方の小
都市や漁村などを訪問しやすくなる。また、日本には
多島海やリアス式海岸があり、上空からの景色が非
常に美しい。クルーズ客船が急速に普及してきてい
るが、日本の素晴らしい沿岸を海から見て、さらに
空から見るというオプショナルツアーも魅力的であろ
う。水上機が水面から飛び立つのを眺めているのも
楽しい。このような新たな観光魅力を創出できる。
3 ）軽量貨物物流
　水上機は、沿岸や離島地域などの物流の速達性を
向上できる。フロート水上機では、小さく軽量な貨
物を旅客とともに運搬できるので、鮮魚などの特産
品の輸送に向いている。
4 ）緊急輸送
　医療品や希少な部品、医療関係者や復旧支援要員
などの緊急輸送にも効果を発揮できる。災害が多い
日本においては、災害時の物資輸送や救援者輸送に
も効果的であろう。ただし、津波や大水害が発生し
た場合、発災直後は水面に漂流物が多く、離着水は
困難である。水面の啓開が行われた後や、津波が発
生しない内陸型地震などでの利活用が想定できる。
　また、離島や半島などの訪問診療への活用は効果
的である。実際、瀬戸内海の離島をボートで訪問診
療している医師がおり、ボートより速達性に優れ、
さらには沖合の波が高いときでも移動できる水上機
の導入を望んでいる９）。
5 ）新規事業展開
　瀬戸内で50年ぶりに復活した水上機運送のよう
な事業が地域において起業されれば、地域経済が潤
う。運航だけでなく、航空機整備に係る雇用の増大
等の経済効果が大きい。 
6 ）パイロットの育成
　日本のみならず、世界中でパイロット不足が深刻
な問題である。水上機運航事業のような小さなエア
ラインや、個人所有の飛行機が盛んに飛べるような
環境をつくることで、パイロットの裾野を拡げるこ
とができる。若い人でパイロットになりたい人は多
いが、エアラインパイロットになるハードルは高い。
水上機のような小型機が普及すれば、パイロットの
裾野を広げ、エアラインパイロットの供給源を確保
することに役立つ。

　ライト兄弟が動力飛行に成功したのが1903年で

ある。その後、飛行機の開発は急速に進み、第一次
世界大戦前には航空輸送事業が行われるようになっ
ていた。大量輸送のために機材は大型化されたが、
当時のエンジンは非力であり、離陸に長大な滑走路
が必要であった。そのため、滑走路を長く確保でき
る水面を利用した飛行艇が、当時の旅客機・貨物機
の主流であった。飛行中にトラブルがあった場合で
も、水面に不時着できるメリットもあり、第一次世
界大戦の頃には，世界中で水上機が全盛を誇るよう
になっていた。
　わが国でも、1920年代初頭に民間航空輸送が開
始されたが、陸上滑走路はほとんど整備されてな
く、水面を利用できる水上機が主に使われていた。
日本航空輸送研究所（1922 - 1939）、大日本航空

（1938-1945）、戦後になっても日東航空（1952-1964）
など、いくつかの航空会社が水上機による旅客輸送
事業を行っていた12）（Fig.4）。ちなみに、1931年には、
かのリンドバーグが水上機で太平洋を横断し、根室
～霞ヶ浦～大阪～福岡に立ち寄っている14）。
　しかし、陸上空港の整備が進み、戦後になって
ジェット機など陸上機も台頭し、さらには水上機の
事故が相次いだことなどの理由により、日本の空か
ら水上機輸送事業は消えていった。
　現役の水上機は、国産のUS-2等が救難飛行艇と
して活躍している（Fig.3）。ニュースキャスターの
辛坊治郎氏がヨットで太平洋横断中に遭難し、その
際に救助したことがニュース等で報道されて話題と
なった。外洋の3mに及ぶ波高でも離着水できる非
常に性能の高い機材である。しかし、自衛隊専用機
であり、民間転用の改装費用がかさむとのことであ
る。また、プライベートのフロート水上機は、2007
年に個人によって日本へ持ち込まれた。その後、前

述の通り、2016年に尾道を拠点として、せとうち
SEAPLANES社が水上機を用いて遊覧飛行・チャー
ター運送を行うようになり、今夏には松江（中海）
を拠点として遊覧飛行を開始した。国内でも水上機
がわずかながら増えてきている。
　一方、海外に目を向けると、バンクーバーやシア
トルなどの北米西海岸では、水上機による運送事業
が非常に活発に行われている。シアトルで水上機運
送事業を行っているKenmore Airは、戦後すぐの
1946年に設立されている。バンクーバーのHarbour 
Airは、1982年に設立され、その後、2000年頃から
世界中で導入が進みはじめた。クロアチア、イギリ
ス、デンマークなどの西欧諸国でも水上機運送事業
が行われるようになり、さらにはインド、モルディ
ブ、スリランカ、タイ、ベトナム、インドネシア、
ニュージーランド、中国、日本等に広がっている。
北米大陸西海岸から西欧、そして、アジア・オセア
ニアへと世界中に急速に普及してきている。
 

　5-1　カナダ西海岸
　カナダ西部のブリティッシュコロンビア（BC）州
の州都ヴィクトリアは、バンクーバー島に位置する。
四国とほぼ同じ大きさであり、周辺には多数の島が
点在している。BC州最大の都市は、大陸本土に位
置するバンクーバーであるが、それら本土とは橋梁
は架設されておらず、主要な交通手段はフェリーで
ある。
　この地域では、世界最大の水上機による定期便
ネットワークが形成されている（Fig.5）。主たる運
航会社はHarbour Airであり、その他に遊覧飛行・
チャーター便を運航する会社もある。ネットワーク
の拠点は、バンクーバーである。ビクトリア便がメ
インルートであり、朝と夕は30分置き、日中は60
分置きと高頻度に運航されている。なお、水上機は
有視界飛行方式（VFR：Visual Flight Rules）が基
本であり、離着水エリアには照明設備がないため、
日の出から日没までがオペレーションタイムであ
る。フライト所要時間は約30分、料金は250カナダ
ドル程度である。一方、バスとフェリーでは約4時
間で約40Cドルである。従って，ビジネスマンや年
配の観光客がよく利用している。その他のルートは、
バンクーバー島のナナイモ、コモなどの他、山岳リ
ゾート地であるウィスラーなどを結んでいる。機材
は主にDHC-3 Otter（14 seats）が使われている。

Otterは1965年で製造が終了しているが、エンジン
を積み替えるなどの改良を繰り返して使用されてい
る。Otterはシングルエンジンであるため、パイロッ
トは1人で運航ができる。そのため、運航コストを
抑えられることから、現在でも多くの機材が使用さ
れている。
　バンクーバーには、2つの水上空港（Seaplane Base, 
以下SPB）がある。ダウンタウンにあるVancouver 
Harbour Flight Centre（VHFC）は、世界最大規模
を誇るSPBである（Fig.6）。VHFCは、バンクーバー

（コーラル）ハーバーに立地している。このハーバー
は奥深く切れ込んだ大きな入江であり、コンテナ港
湾や旅客船ターミナル、マリーナもあり、船舶の往

もある。

　航空法第79条には、「航空機は、陸上にあつては
空港等以外の場所において、水上にあつては国土交
通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸し
てはならない」と記されている。つまり、陸上とは
異なり、水上ならば空港等以外でも離着水できる。
とはいえ、1km程度の距離がある静穏な水域およ
び、その周辺の空域に障害物がないことが必要条件
である。入江や港湾、湖沼、河川などで、この条件
が整う水域は日本各地に無数に存在する。
　しかし、これらの水域は、船舶や漁業、レジャー
等で利活用されている。水上機は半世紀にわたり運
航が途絶えていたため、既存の水面利用者にしてみ
れば、高速の飛行機が同じ水面を利用することへの
不安がある。既存利用者との事前調整は不可欠であ
る。一方、海外では、船舶等の水面利用者と共同で
水面を利用している場合が多い。船舶や水上機のト
ラフィックはさほど多くないことから、時間を譲り
合いながらの運用は十分可能である。狭い水域にお
いて過密なトラフィックがある場合には、前述の
ヴィクトリア（カナダ）の事例が参考になる。船舶
と水上機の運用ルールを定めたトラフィックスキー
ムを定めるのも一案である。

　前述のとおり、2016年に尾道で水上機による遊
覧飛行等が開始され、今夏には松江でもサービスが
開始された。われわれの水上空港ネットワーク構想
研究会も普及へ向けて啓発活動を進め、霞ヶ浦など
での誘致活動を展開している。他にも、いくつかの
地域において、水上機の導入検討が進められている。
　岩手県宮古市は、5～6年前に独自に導入に向け
た調査を行っている。また、島根県浜田市では地元
経済界が日本海側を点々と結ぶような構想を持ち、
水上機の運航誘致のための協議会を設立した。我々
の研究会も、この活動に協力している。
　離島地域においても、いくつかの検討が進められ
てきた経緯がある。沖縄では波照間空港の活用を目
指して、プライベート水上機を使って試験飛行を実
施した。熊本県上天草市では、水上機の遊覧事業の
誘致が進められていた。遊覧飛行のデモフライトを
実施したが、諸事情により、事業化直前で検討が中
止されてしまった。

　いずれも、離着水の水面確保などには課題はない
ことが明らかとなったが、実際に水上機の運航を行
う事業者が不足していることが大きな課題であり、
全国各地への展開までは至っていない。航空事業の
新規参入は、極めてハードルが高いのが一般的であ
る。航空事業独特の安全管理、航空機の調達や運航
などに費用がかさむことなどが主な理由であり、小
都市や農山漁村の小規模需要（旅客および貨物を合
わせても）で採算を確保することはリスクが大きい。
特に離島では需要規模が小さく、また地元において
航空機整備や運航支援業務などを請け負う人材確保
などの課題もある。国では、2011年度より「地域
公共交通確保維持改善事業　～生活交通サバイバル
戦略～」を創設し、離島航路および航空路に対する
支援を実施している18）。それぞれの離島のニーズを
把握し，さらに積極的にニーズを掘り起こし、離島
航空路維持の補助メニュー等を活用しながら、地域
に根ざした航空事業を育てることが肝要であろう。
　このような課題があるものの、日本各地から水上
機を誘致したいとの声が上がり始めている。そこで、
筆者らが協力して、みなと総合研究財団において、
水上機事業を誘致するためのガイドブック10）を制
作し、今夏に発刊した。このガイドブックでは、水
上機の魅力を伝えるとともに、地域が誘致へ向けて
どのように環境を整えるか、どのように気運を高め
るかなどをまとめている。
 

　海に囲まれた島嶼国である日本でこそ、水上機の
活用が適している。特に、離島のアクセスとして有
用だと考えている。
　東日本大震災の復興をきっかけとしてスタートし
た水上空港ネットワーク構想であるが、瀬戸内で水
上機運送事業が半世紀ぶりに復活し、徐々に全国で
も誘致へ向けた活動が広がり始めている。水上機に
よる高速交通イノベーションを実現し、全国津々
浦々の地方創生が確実に進めばと願っている。
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来が頻繁である。このように船舶の往来の激しい湾
内で、水上機が5～10分程度の間隔で着水と離水を
繰り返している。水上機の離発着が定められたエリ
アは、Area Alfaと名付けられた旅客ターミナル沖
合に設けられたほぼ正方形（1辺 2km程）のエリ
アで、離着水の方向までは指定されていない。大型
の貨物船やクルーズ客船の動線とは、おおむね重な
らないが、その動線とは隣接している。プレジャー
ボートなどの小型船は、このエリアの西にマリーナ
があることから、そこそこの頻度でエリア内を航行
している。とはいえ、船舶や水上機は、多くても数
分程度の航行頻度であり、それらがお互いに空間と
時間を譲歩しながら航行しているため、交錯が問題
となることはほとんどない。
　バンクーバーのもう一つのSPBは、ダウンタウ
ンから南へ約15kmにあるバンクーバー国際空港に
隣接するフレーザー川にある。河口付近のため流れ
は緩慢であり、河幅は200ｍほどである。大型船舶
の航行はほとんどなく、小型船舶がたまに航行して
いる。水上機が10～20分置きに離着水を繰り返し
ている。
　ヴィクトリアのダウンタウンは、ヴィクトリアハー
バーを囲むように拡がっている。SPBは、そのダウ
ンタウンに立地している。ヴィクトリアは、狭あい
な入江を大型船舶からカヌーなどの小さなボートま
で、多様な使われ方をしている特殊な事例である。
過去に船舶と水上機の交錯危険性や、周辺住宅地で
騒音に対する懸念の声が上がったことから、港湾管
理者（国機関）が地域住民や船舶などの水域利用者
を巻き込んで検討を進め、水域利用区域の設定やト
ラフィックルールを定めたWater Airport Operations 
Manualを策定している（Fig.7）。水上機の離着水
は大型船の航路を共用し、その航路には小型船やカ

ヌーなどの進入を原則禁止している。また、市街地
に近いことから騒音に対する問題もあり、離水時の
エンジン音を避けるために、離水時は市街地に離れ
たランウェイをできるだけ使っている。このように
多様な水面利用者としっかりと調整しながら、水上
機が安全安心に離着水できる環境を整えている。
　5-2　モルディブ
　世界有数のリゾート国であるモルディブは、イン
ドとスリランカの南西のインド洋にある島嶼国であ
る。南北800kmの地域に26の環礁と約1,200の島々
があり、約200の島に人が住んでいる。人口はおよ
そ40万人（2014年）である。主産業は観光業であり、
年間120万人（2015年）が訪れている。
　島国であるが故に、モルディブの国内移動は船舶
および航空に限定される。ほぼ中心に位置するフル
レ島（首都マレ）には、ヴェラナ国際空港があり、ヨー
ロッパや中東、アジア各地から多くの航空会社が乗
り入れている。また、同空港はリゾートアイランド
への国内航空（水上機含む）の拠点となっており、
多数の便が運航されている。
　水上機の運航事業者は2社である＊１。1989年よ
りヘリコプター事業を、1993年より水上機事業を
開始した老舗の Trans Maldivian Airway（TMA）、
お よ び 国 営 企 業 と し て2000年 に 設 立 さ れ た
Maldivian (airline)が国際線・国内線旅客機に加え
て、水上機による運航サービスを行っている。機材
はすべてDHC-6 Twin Otter（18 seats）が使われ
ている。
　水上機ネットワークは、ヴェラナ国際空港を拠点
として、リゾートアイランド間を結んでいる（Fig. 8）。
リゾートアイランドは、島に1つのホテルが立地し
て、コテージなどの宿泊施設やレストラン、海洋ア
クティビティ施設などが整備されているケースがほ
とんどである（Fig.9）。国内には200余りのリゾー
トアイランドがあり、このうち72のリゾートアイ
ランドに水上機の運航サービスが提供されている。
平均的に一日300フライト程度が運航されている。
ほとんどが観光客であり、特にクリスマス・年末年
始・中国の旧正月はハイシーズンであり、多くの利
用がある。観光客に加え、地元の人の利用もある。
運航形態は定期便ではなく、主にリゾートアイラン
ドのホテルからの要請により、ホテル客の送迎を
行っている。いってみれば、予約制の乗合タクシー

のような運航形態である。そのため、さまざまなリ
ゾートアイランドを経由する、いわゆるアイランド
ホッパーの運航形態となる場合もある。
　水上機の離発着場は、主にラグーン内で行われて
いる。ヴェラナ国際空港もラグーンアイランドに整
備されており、水上機の離着水は、そのラグーンに
設けられた専用水域で行われている。水上のラン
ウェイはFig.10に示すように、約1,200m×60mと

約900m×60mの2本が配置されている。なお、専
用水域のため船舶の往来はない。一方、ほとんどの
リゾートアイランドもラグーン内で離着水してい
る。水上機の搭乗施設は桟橋ではなく、沖合に浮か
べられたプラットフォーム（FPF: Floating Platform）
が用いられるのが一般的である（Fig.11）。ビーチ
からFPFへは、船舶にて送迎を行う。FPFは風向
きに合わせて自由に方向が変えられるため、季節に
よって変化する風向に合わせたり、漂砂による浅場
を避けたりしながらラグーン内を移動させている。
時にはラグーン外に設置する場合もある。加えて、
陸地から離れることによって、ホテルへの騒音を軽
減できるとともに、ビーチ周辺のレジャーアクティ
ビティ（海水浴やボートなど）を阻害しないためで

　4.　水上機の歴史 10）11）

Fig.4　水上機運送の時刻表　日東航空「空のしおり」復刻版
（愛媛県立総合科学博物館発行）13）



　わが国の有人離島（417島１））のうち、空港が存
在するのは36島のみである。つまり、ほとんどの
離島の住民や来訪者は、高速交通手段を利用できな
いのが現状である。小笠原諸島や沖縄諸島などには、
本土や空港が存在する離島から遠く離れた有人離島
が数多く存在する。これらへのアクセスとして、水
上飛行機（以下、水上機）の活用を提案したい。
　水上機は、水面を滑走路として離着水する航空機
であり、空港がない離島などの地域に航空サービス
を提供できる。世界を見渡せば、カナダ西海岸やモ
ルディブなどで高頻度に水上機が飛び交っている。

日本でも、2016年に水上機による遊覧飛行および
チャーター運送事業が、尾道を拠点として始まって
いる（Fig.1）。

 
　2012年1月に日本大学理工学部の研究者を中心に
設立した「東日本復興水上空港ネットワーク構想研
究会」では、2012年より水上機の国内導入を提唱
してきた３）。きっかけは東日本大震災である。新幹
線や空港から離れた三陸地域など、東日本沿岸部の
復興支援に資するためであるが、東日本に限らず、
新幹線や空港などから離れた地方都市や農山漁村、
観光地は、全国各地にまだ多数存在する。つまり、
高速交通ネットワークの恩恵を受けられるのは限定
的な地域である。特に、離島は陸上交通に頼ること
もできず、多くの場合、アクセス交通は船舶のみで
ある。水上機は、離島の交通アクセス手段として大
いに期待できる。

　5.　離島における先進事例 10）

　Fig.2は、研究会で検討してきた全国ネットワー
クの例である。ここに挙げた地域や路線に限らず、
離着水できる水面は全て対象と考えている。ネット
ワークといっても、定期便就航のイメージではなく、
チャーター等の不定期便をイメージしている。
　水上機は、水面から離発着できる飛行機で車輪の
代わりにフロートを脚につけたフロート機（Fig.1）
と、飛行機の艇体自体で水面に浮くタイプの飛行艇

（Fig.3）とがある。また、水面だけでなく、陸上で
も離発着できる水陸両用タイプもある。フロート水
上機には、プロペラ推進の小型機が用いられる。一
方、飛行艇は大型化が可能である。しかし、地方の
小都市や観光地、離島などの人口過疎地では、大量
輸送は不要である。そこで、フロート水上機（定員

19人以下）を活用することを前提と考えている。
巡航速度は200～300km/hであり、ほぼ新幹線と同
じである。つまり、小量高速交通を全国津々浦々に
提供することを提唱しているのである。
　研究会では、カナダやモルディブなど先進諸外国
における水上機の利活用動向や運航を取り巻く環境

（水面利用の法制度など）の調査、導入された場合
の利用者需要予測および事業化可能性の検討、水上
機の離着水支援システムの開発などを行ってきてい
る６）７）。
　さらには、東日本大震災の被災地である塩竈をは
じめ、いくつかの地域で普及啓発のためのシンポジ
ウムや水上機デモフライトなどを開催してきてい
る。これらの活動は、マスメディアにもたびたび取
り上げられてきた。また一連の活動は、「ジャパン・
レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2016」にお
いて最優秀賞（交通・運輸部門）を受賞するなど、
社会的な評価を得ることができた。

 
　水上機は、大規模な陸上空港を整備することなく、
全国津々浦々の地方都市や離島へ高速交通手段を提
供できる。その導入による効果はいろいろある。こ
こで導入効果を簡単に整理する８）。
1 ）交流活性化
　新幹線や陸上空港から離れた地方都市へ時間価値
の高いビジネスマンなどが出張しやすくなり、地方
在住者が大都市を訪問しやすくなる。交流活性化に
よる地域経済の維持活性化の効果が期待できる。特
に、水上機は都心近くの入江などで離発着できるた
め、陸上空港よりアクセス面で優れており、利便性
が高いのが一般的である。

2 ）観光振興
　急増しているインバウンドなどの観光客が地方の小
都市や漁村などを訪問しやすくなる。また、日本には
多島海やリアス式海岸があり、上空からの景色が非
常に美しい。クルーズ客船が急速に普及してきてい
るが、日本の素晴らしい沿岸を海から見て、さらに
空から見るというオプショナルツアーも魅力的であろ
う。水上機が水面から飛び立つのを眺めているのも
楽しい。このような新たな観光魅力を創出できる。
3 ）軽量貨物物流
　水上機は、沿岸や離島地域などの物流の速達性を
向上できる。フロート水上機では、小さく軽量な貨
物を旅客とともに運搬できるので、鮮魚などの特産
品の輸送に向いている。
4 ）緊急輸送
　医療品や希少な部品、医療関係者や復旧支援要員
などの緊急輸送にも効果を発揮できる。災害が多い
日本においては、災害時の物資輸送や救援者輸送に
も効果的であろう。ただし、津波や大水害が発生し
た場合、発災直後は水面に漂流物が多く、離着水は
困難である。水面の啓開が行われた後や、津波が発
生しない内陸型地震などでの利活用が想定できる。
　また、離島や半島などの訪問診療への活用は効果
的である。実際、瀬戸内海の離島をボートで訪問診
療している医師がおり、ボートより速達性に優れ、
さらには沖合の波が高いときでも移動できる水上機
の導入を望んでいる９）。
5 ）新規事業展開
　瀬戸内で50年ぶりに復活した水上機運送のよう
な事業が地域において起業されれば、地域経済が潤
う。運航だけでなく、航空機整備に係る雇用の増大
等の経済効果が大きい。 
6 ）パイロットの育成
　日本のみならず、世界中でパイロット不足が深刻
な問題である。水上機運航事業のような小さなエア
ラインや、個人所有の飛行機が盛んに飛べるような
環境をつくることで、パイロットの裾野を拡げるこ
とができる。若い人でパイロットになりたい人は多
いが、エアラインパイロットになるハードルは高い。
水上機のような小型機が普及すれば、パイロットの
裾野を広げ、エアラインパイロットの供給源を確保
することに役立つ。

　ライト兄弟が動力飛行に成功したのが1903年で

ある。その後、飛行機の開発は急速に進み、第一次
世界大戦前には航空輸送事業が行われるようになっ
ていた。大量輸送のために機材は大型化されたが、
当時のエンジンは非力であり、離陸に長大な滑走路
が必要であった。そのため、滑走路を長く確保でき
る水面を利用した飛行艇が、当時の旅客機・貨物機
の主流であった。飛行中にトラブルがあった場合で
も、水面に不時着できるメリットもあり、第一次世
界大戦の頃には，世界中で水上機が全盛を誇るよう
になっていた。
　わが国でも、1920年代初頭に民間航空輸送が開
始されたが、陸上滑走路はほとんど整備されてな
く、水面を利用できる水上機が主に使われていた。
日本航空輸送研究所（1922 - 1939）、大日本航空

（1938-1945）、戦後になっても日東航空（1952-1964）
など、いくつかの航空会社が水上機による旅客輸送
事業を行っていた12）（Fig.4）。ちなみに、1931年には、
かのリンドバーグが水上機で太平洋を横断し、根室
～霞ヶ浦～大阪～福岡に立ち寄っている14）。
　しかし、陸上空港の整備が進み、戦後になって
ジェット機など陸上機も台頭し、さらには水上機の
事故が相次いだことなどの理由により、日本の空か
ら水上機輸送事業は消えていった。
　現役の水上機は、国産のUS-2等が救難飛行艇と
して活躍している（Fig.3）。ニュースキャスターの
辛坊治郎氏がヨットで太平洋横断中に遭難し、その
際に救助したことがニュース等で報道されて話題と
なった。外洋の3mに及ぶ波高でも離着水できる非
常に性能の高い機材である。しかし、自衛隊専用機
であり、民間転用の改装費用がかさむとのことであ
る。また、プライベートのフロート水上機は、2007
年に個人によって日本へ持ち込まれた。その後、前
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述の通り、2016年に尾道を拠点として、せとうち
SEAPLANES社が水上機を用いて遊覧飛行・チャー
ター運送を行うようになり、今夏には松江（中海）
を拠点として遊覧飛行を開始した。国内でも水上機
がわずかながら増えてきている。
　一方、海外に目を向けると、バンクーバーやシア
トルなどの北米西海岸では、水上機による運送事業
が非常に活発に行われている。シアトルで水上機運
送事業を行っているKenmore Airは、戦後すぐの
1946年に設立されている。バンクーバーのHarbour 
Airは、1982年に設立され、その後、2000年頃から
世界中で導入が進みはじめた。クロアチア、イギリ
ス、デンマークなどの西欧諸国でも水上機運送事業
が行われるようになり、さらにはインド、モルディ
ブ、スリランカ、タイ、ベトナム、インドネシア、
ニュージーランド、中国、日本等に広がっている。
北米大陸西海岸から西欧、そして、アジア・オセア
ニアへと世界中に急速に普及してきている。
 

　5-1　カナダ西海岸
　カナダ西部のブリティッシュコロンビア（BC）州
の州都ヴィクトリアは、バンクーバー島に位置する。
四国とほぼ同じ大きさであり、周辺には多数の島が
点在している。BC州最大の都市は、大陸本土に位
置するバンクーバーであるが、それら本土とは橋梁
は架設されておらず、主要な交通手段はフェリーで
ある。
　この地域では、世界最大の水上機による定期便
ネットワークが形成されている（Fig.5）。主たる運
航会社はHarbour Airであり、その他に遊覧飛行・
チャーター便を運航する会社もある。ネットワーク
の拠点は、バンクーバーである。ビクトリア便がメ
インルートであり、朝と夕は30分置き、日中は60
分置きと高頻度に運航されている。なお、水上機は
有視界飛行方式（VFR：Visual Flight Rules）が基
本であり、離着水エリアには照明設備がないため、
日の出から日没までがオペレーションタイムであ
る。フライト所要時間は約30分、料金は250カナダ
ドル程度である。一方、バスとフェリーでは約4時
間で約40Cドルである。従って，ビジネスマンや年
配の観光客がよく利用している。その他のルートは、
バンクーバー島のナナイモ、コモなどの他、山岳リ
ゾート地であるウィスラーなどを結んでいる。機材
は主にDHC-3 Otter（14 seats）が使われている。

Otterは1965年で製造が終了しているが、エンジン
を積み替えるなどの改良を繰り返して使用されてい
る。Otterはシングルエンジンであるため、パイロッ
トは1人で運航ができる。そのため、運航コストを
抑えられることから、現在でも多くの機材が使用さ
れている。
　バンクーバーには、2つの水上空港（Seaplane Base, 
以下SPB）がある。ダウンタウンにあるVancouver 
Harbour Flight Centre（VHFC）は、世界最大規模
を誇るSPBである（Fig.6）。VHFCは、バンクーバー

（コーラル）ハーバーに立地している。このハーバー
は奥深く切れ込んだ大きな入江であり、コンテナ港
湾や旅客船ターミナル、マリーナもあり、船舶の往

もある。

　航空法第79条には、「航空機は、陸上にあつては
空港等以外の場所において、水上にあつては国土交
通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸し
てはならない」と記されている。つまり、陸上とは
異なり、水上ならば空港等以外でも離着水できる。
とはいえ、1km程度の距離がある静穏な水域およ
び、その周辺の空域に障害物がないことが必要条件
である。入江や港湾、湖沼、河川などで、この条件
が整う水域は日本各地に無数に存在する。
　しかし、これらの水域は、船舶や漁業、レジャー
等で利活用されている。水上機は半世紀にわたり運
航が途絶えていたため、既存の水面利用者にしてみ
れば、高速の飛行機が同じ水面を利用することへの
不安がある。既存利用者との事前調整は不可欠であ
る。一方、海外では、船舶等の水面利用者と共同で
水面を利用している場合が多い。船舶や水上機のト
ラフィックはさほど多くないことから、時間を譲り
合いながらの運用は十分可能である。狭い水域にお
いて過密なトラフィックがある場合には、前述の
ヴィクトリア（カナダ）の事例が参考になる。船舶
と水上機の運用ルールを定めたトラフィックスキー
ムを定めるのも一案である。

　前述のとおり、2016年に尾道で水上機による遊
覧飛行等が開始され、今夏には松江でもサービスが
開始された。われわれの水上空港ネットワーク構想
研究会も普及へ向けて啓発活動を進め、霞ヶ浦など
での誘致活動を展開している。他にも、いくつかの
地域において、水上機の導入検討が進められている。
　岩手県宮古市は、5～6年前に独自に導入に向け
た調査を行っている。また、島根県浜田市では地元
経済界が日本海側を点々と結ぶような構想を持ち、
水上機の運航誘致のための協議会を設立した。我々
の研究会も、この活動に協力している。
　離島地域においても、いくつかの検討が進められ
てきた経緯がある。沖縄では波照間空港の活用を目
指して、プライベート水上機を使って試験飛行を実
施した。熊本県上天草市では、水上機の遊覧事業の
誘致が進められていた。遊覧飛行のデモフライトを
実施したが、諸事情により、事業化直前で検討が中
止されてしまった。

　いずれも、離着水の水面確保などには課題はない
ことが明らかとなったが、実際に水上機の運航を行
う事業者が不足していることが大きな課題であり、
全国各地への展開までは至っていない。航空事業の
新規参入は、極めてハードルが高いのが一般的であ
る。航空事業独特の安全管理、航空機の調達や運航
などに費用がかさむことなどが主な理由であり、小
都市や農山漁村の小規模需要（旅客および貨物を合
わせても）で採算を確保することはリスクが大きい。
特に離島では需要規模が小さく、また地元において
航空機整備や運航支援業務などを請け負う人材確保
などの課題もある。国では、2011年度より「地域
公共交通確保維持改善事業　～生活交通サバイバル
戦略～」を創設し、離島航路および航空路に対する
支援を実施している18）。それぞれの離島のニーズを
把握し，さらに積極的にニーズを掘り起こし、離島
航空路維持の補助メニュー等を活用しながら、地域
に根ざした航空事業を育てることが肝要であろう。
　このような課題があるものの、日本各地から水上
機を誘致したいとの声が上がり始めている。そこで、
筆者らが協力して、みなと総合研究財団において、
水上機事業を誘致するためのガイドブック10）を制
作し、今夏に発刊した。このガイドブックでは、水
上機の魅力を伝えるとともに、地域が誘致へ向けて
どのように環境を整えるか、どのように気運を高め
るかなどをまとめている。
 

　海に囲まれた島嶼国である日本でこそ、水上機の
活用が適している。特に、離島のアクセスとして有
用だと考えている。
　東日本大震災の復興をきっかけとしてスタートし
た水上空港ネットワーク構想であるが、瀬戸内で水
上機運送事業が半世紀ぶりに復活し、徐々に全国で
も誘致へ向けた活動が広がり始めている。水上機に
よる高速交通イノベーションを実現し、全国津々
浦々の地方創生が確実に進めばと願っている。
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来が頻繁である。このように船舶の往来の激しい湾
内で、水上機が5～10分程度の間隔で着水と離水を
繰り返している。水上機の離発着が定められたエリ
アは、Area Alfaと名付けられた旅客ターミナル沖
合に設けられたほぼ正方形（1辺 2km程）のエリ
アで、離着水の方向までは指定されていない。大型
の貨物船やクルーズ客船の動線とは、おおむね重な
らないが、その動線とは隣接している。プレジャー
ボートなどの小型船は、このエリアの西にマリーナ
があることから、そこそこの頻度でエリア内を航行
している。とはいえ、船舶や水上機は、多くても数
分程度の航行頻度であり、それらがお互いに空間と
時間を譲歩しながら航行しているため、交錯が問題
となることはほとんどない。
　バンクーバーのもう一つのSPBは、ダウンタウ
ンから南へ約15kmにあるバンクーバー国際空港に
隣接するフレーザー川にある。河口付近のため流れ
は緩慢であり、河幅は200ｍほどである。大型船舶
の航行はほとんどなく、小型船舶がたまに航行して
いる。水上機が10～20分置きに離着水を繰り返し
ている。
　ヴィクトリアのダウンタウンは、ヴィクトリアハー
バーを囲むように拡がっている。SPBは、そのダウ
ンタウンに立地している。ヴィクトリアは、狭あい
な入江を大型船舶からカヌーなどの小さなボートま
で、多様な使われ方をしている特殊な事例である。
過去に船舶と水上機の交錯危険性や、周辺住宅地で
騒音に対する懸念の声が上がったことから、港湾管
理者（国機関）が地域住民や船舶などの水域利用者
を巻き込んで検討を進め、水域利用区域の設定やト
ラフィックルールを定めたWater Airport Operations 
Manualを策定している（Fig.7）。水上機の離着水
は大型船の航路を共用し、その航路には小型船やカ

ヌーなどの進入を原則禁止している。また、市街地
に近いことから騒音に対する問題もあり、離水時の
エンジン音を避けるために、離水時は市街地に離れ
たランウェイをできるだけ使っている。このように
多様な水面利用者としっかりと調整しながら、水上
機が安全安心に離着水できる環境を整えている。
　5-2　モルディブ
　世界有数のリゾート国であるモルディブは、イン
ドとスリランカの南西のインド洋にある島嶼国であ
る。南北800kmの地域に26の環礁と約1,200の島々
があり、約200の島に人が住んでいる。人口はおよ
そ40万人（2014年）である。主産業は観光業であり、
年間120万人（2015年）が訪れている。
　島国であるが故に、モルディブの国内移動は船舶
および航空に限定される。ほぼ中心に位置するフル
レ島（首都マレ）には、ヴェラナ国際空港があり、ヨー
ロッパや中東、アジア各地から多くの航空会社が乗
り入れている。また、同空港はリゾートアイランド
への国内航空（水上機含む）の拠点となっており、
多数の便が運航されている。
　水上機の運航事業者は2社である＊１。1989年よ
りヘリコプター事業を、1993年より水上機事業を
開始した老舗の Trans Maldivian Airway（TMA）、
お よ び 国 営 企 業 と し て2000年 に 設 立 さ れ た
Maldivian (airline)が国際線・国内線旅客機に加え
て、水上機による運航サービスを行っている。機材
はすべてDHC-6 Twin Otter（18 seats）が使われ
ている。
　水上機ネットワークは、ヴェラナ国際空港を拠点
として、リゾートアイランド間を結んでいる（Fig. 8）。
リゾートアイランドは、島に1つのホテルが立地し
て、コテージなどの宿泊施設やレストラン、海洋ア
クティビティ施設などが整備されているケースがほ
とんどである（Fig.9）。国内には200余りのリゾー
トアイランドがあり、このうち72のリゾートアイ
ランドに水上機の運航サービスが提供されている。
平均的に一日300フライト程度が運航されている。
ほとんどが観光客であり、特にクリスマス・年末年
始・中国の旧正月はハイシーズンであり、多くの利
用がある。観光客に加え、地元の人の利用もある。
運航形態は定期便ではなく、主にリゾートアイラン
ドのホテルからの要請により、ホテル客の送迎を
行っている。いってみれば、予約制の乗合タクシー

のような運航形態である。そのため、さまざまなリ
ゾートアイランドを経由する、いわゆるアイランド
ホッパーの運航形態となる場合もある。
　水上機の離発着場は、主にラグーン内で行われて
いる。ヴェラナ国際空港もラグーンアイランドに整
備されており、水上機の離着水は、そのラグーンに
設けられた専用水域で行われている。水上のラン
ウェイはFig.10に示すように、約1,200m×60mと

約900m×60mの2本が配置されている。なお、専
用水域のため船舶の往来はない。一方、ほとんどの
リゾートアイランドもラグーン内で離着水してい
る。水上機の搭乗施設は桟橋ではなく、沖合に浮か
べられたプラットフォーム（FPF: Floating Platform）
が用いられるのが一般的である（Fig.11）。ビーチ
からFPFへは、船舶にて送迎を行う。FPFは風向
きに合わせて自由に方向が変えられるため、季節に
よって変化する風向に合わせたり、漂砂による浅場
を避けたりしながらラグーン内を移動させている。
時にはラグーン外に設置する場合もある。加えて、
陸地から離れることによって、ホテルへの騒音を軽
減できるとともに、ビーチ周辺のレジャーアクティ
ビティ（海水浴やボートなど）を阻害しないためで

Fig.5　Harbour Airのネットワーク（2018夏）
（出典）Harbour Air Web15）

Fig.6　バンクーバーの水上機用ターミナル（筆者撮影）



　わが国の有人離島（417島１））のうち、空港が存
在するのは36島のみである。つまり、ほとんどの
離島の住民や来訪者は、高速交通手段を利用できな
いのが現状である。小笠原諸島や沖縄諸島などには、
本土や空港が存在する離島から遠く離れた有人離島
が数多く存在する。これらへのアクセスとして、水
上飛行機（以下、水上機）の活用を提案したい。
　水上機は、水面を滑走路として離着水する航空機
であり、空港がない離島などの地域に航空サービス
を提供できる。世界を見渡せば、カナダ西海岸やモ
ルディブなどで高頻度に水上機が飛び交っている。

日本でも、2016年に水上機による遊覧飛行および
チャーター運送事業が、尾道を拠点として始まって
いる（Fig.1）。

 
　2012年1月に日本大学理工学部の研究者を中心に
設立した「東日本復興水上空港ネットワーク構想研
究会」では、2012年より水上機の国内導入を提唱
してきた３）。きっかけは東日本大震災である。新幹
線や空港から離れた三陸地域など、東日本沿岸部の
復興支援に資するためであるが、東日本に限らず、
新幹線や空港などから離れた地方都市や農山漁村、
観光地は、全国各地にまだ多数存在する。つまり、
高速交通ネットワークの恩恵を受けられるのは限定
的な地域である。特に、離島は陸上交通に頼ること
もできず、多くの場合、アクセス交通は船舶のみで
ある。水上機は、離島の交通アクセス手段として大
いに期待できる。

　Fig.2は、研究会で検討してきた全国ネットワー
クの例である。ここに挙げた地域や路線に限らず、
離着水できる水面は全て対象と考えている。ネット
ワークといっても、定期便就航のイメージではなく、
チャーター等の不定期便をイメージしている。
　水上機は、水面から離発着できる飛行機で車輪の
代わりにフロートを脚につけたフロート機（Fig.1）
と、飛行機の艇体自体で水面に浮くタイプの飛行艇

（Fig.3）とがある。また、水面だけでなく、陸上で
も離発着できる水陸両用タイプもある。フロート水
上機には、プロペラ推進の小型機が用いられる。一
方、飛行艇は大型化が可能である。しかし、地方の
小都市や観光地、離島などの人口過疎地では、大量
輸送は不要である。そこで、フロート水上機（定員

19人以下）を活用することを前提と考えている。
巡航速度は200～300km/hであり、ほぼ新幹線と同
じである。つまり、小量高速交通を全国津々浦々に
提供することを提唱しているのである。
　研究会では、カナダやモルディブなど先進諸外国
における水上機の利活用動向や運航を取り巻く環境

（水面利用の法制度など）の調査、導入された場合
の利用者需要予測および事業化可能性の検討、水上
機の離着水支援システムの開発などを行ってきてい
る６）７）。
　さらには、東日本大震災の被災地である塩竈をは
じめ、いくつかの地域で普及啓発のためのシンポジ
ウムや水上機デモフライトなどを開催してきてい
る。これらの活動は、マスメディアにもたびたび取
り上げられてきた。また一連の活動は、「ジャパン・
レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2016」にお
いて最優秀賞（交通・運輸部門）を受賞するなど、
社会的な評価を得ることができた。

 
　水上機は、大規模な陸上空港を整備することなく、
全国津々浦々の地方都市や離島へ高速交通手段を提
供できる。その導入による効果はいろいろある。こ
こで導入効果を簡単に整理する８）。
1 ）交流活性化
　新幹線や陸上空港から離れた地方都市へ時間価値
の高いビジネスマンなどが出張しやすくなり、地方
在住者が大都市を訪問しやすくなる。交流活性化に
よる地域経済の維持活性化の効果が期待できる。特
に、水上機は都心近くの入江などで離発着できるた
め、陸上空港よりアクセス面で優れており、利便性
が高いのが一般的である。

2 ）観光振興
　急増しているインバウンドなどの観光客が地方の小
都市や漁村などを訪問しやすくなる。また、日本には
多島海やリアス式海岸があり、上空からの景色が非
常に美しい。クルーズ客船が急速に普及してきてい
るが、日本の素晴らしい沿岸を海から見て、さらに
空から見るというオプショナルツアーも魅力的であろ
う。水上機が水面から飛び立つのを眺めているのも
楽しい。このような新たな観光魅力を創出できる。
3 ）軽量貨物物流
　水上機は、沿岸や離島地域などの物流の速達性を
向上できる。フロート水上機では、小さく軽量な貨
物を旅客とともに運搬できるので、鮮魚などの特産
品の輸送に向いている。
4 ）緊急輸送
　医療品や希少な部品、医療関係者や復旧支援要員
などの緊急輸送にも効果を発揮できる。災害が多い
日本においては、災害時の物資輸送や救援者輸送に
も効果的であろう。ただし、津波や大水害が発生し
た場合、発災直後は水面に漂流物が多く、離着水は
困難である。水面の啓開が行われた後や、津波が発
生しない内陸型地震などでの利活用が想定できる。
　また、離島や半島などの訪問診療への活用は効果
的である。実際、瀬戸内海の離島をボートで訪問診
療している医師がおり、ボートより速達性に優れ、
さらには沖合の波が高いときでも移動できる水上機
の導入を望んでいる９）。
5 ）新規事業展開
　瀬戸内で50年ぶりに復活した水上機運送のよう
な事業が地域において起業されれば、地域経済が潤
う。運航だけでなく、航空機整備に係る雇用の増大
等の経済効果が大きい。 
6 ）パイロットの育成
　日本のみならず、世界中でパイロット不足が深刻
な問題である。水上機運航事業のような小さなエア
ラインや、個人所有の飛行機が盛んに飛べるような
環境をつくることで、パイロットの裾野を拡げるこ
とができる。若い人でパイロットになりたい人は多
いが、エアラインパイロットになるハードルは高い。
水上機のような小型機が普及すれば、パイロットの
裾野を広げ、エアラインパイロットの供給源を確保
することに役立つ。

　ライト兄弟が動力飛行に成功したのが1903年で

ある。その後、飛行機の開発は急速に進み、第一次
世界大戦前には航空輸送事業が行われるようになっ
ていた。大量輸送のために機材は大型化されたが、
当時のエンジンは非力であり、離陸に長大な滑走路
が必要であった。そのため、滑走路を長く確保でき
る水面を利用した飛行艇が、当時の旅客機・貨物機
の主流であった。飛行中にトラブルがあった場合で
も、水面に不時着できるメリットもあり、第一次世
界大戦の頃には，世界中で水上機が全盛を誇るよう
になっていた。
　わが国でも、1920年代初頭に民間航空輸送が開
始されたが、陸上滑走路はほとんど整備されてな
く、水面を利用できる水上機が主に使われていた。
日本航空輸送研究所（1922 - 1939）、大日本航空

（1938-1945）、戦後になっても日東航空（1952-1964）
など、いくつかの航空会社が水上機による旅客輸送
事業を行っていた12）（Fig.4）。ちなみに、1931年には、
かのリンドバーグが水上機で太平洋を横断し、根室
～霞ヶ浦～大阪～福岡に立ち寄っている14）。
　しかし、陸上空港の整備が進み、戦後になって
ジェット機など陸上機も台頭し、さらには水上機の
事故が相次いだことなどの理由により、日本の空か
ら水上機輸送事業は消えていった。
　現役の水上機は、国産のUS-2等が救難飛行艇と
して活躍している（Fig.3）。ニュースキャスターの
辛坊治郎氏がヨットで太平洋横断中に遭難し、その
際に救助したことがニュース等で報道されて話題と
なった。外洋の3mに及ぶ波高でも離着水できる非
常に性能の高い機材である。しかし、自衛隊専用機
であり、民間転用の改装費用がかさむとのことであ
る。また、プライベートのフロート水上機は、2007
年に個人によって日本へ持ち込まれた。その後、前

述の通り、2016年に尾道を拠点として、せとうち
SEAPLANES社が水上機を用いて遊覧飛行・チャー
ター運送を行うようになり、今夏には松江（中海）
を拠点として遊覧飛行を開始した。国内でも水上機
がわずかながら増えてきている。
　一方、海外に目を向けると、バンクーバーやシア
トルなどの北米西海岸では、水上機による運送事業
が非常に活発に行われている。シアトルで水上機運
送事業を行っているKenmore Airは、戦後すぐの
1946年に設立されている。バンクーバーのHarbour 
Airは、1982年に設立され、その後、2000年頃から
世界中で導入が進みはじめた。クロアチア、イギリ
ス、デンマークなどの西欧諸国でも水上機運送事業
が行われるようになり、さらにはインド、モルディ
ブ、スリランカ、タイ、ベトナム、インドネシア、
ニュージーランド、中国、日本等に広がっている。
北米大陸西海岸から西欧、そして、アジア・オセア
ニアへと世界中に急速に普及してきている。
 

　5-1　カナダ西海岸
　カナダ西部のブリティッシュコロンビア（BC）州
の州都ヴィクトリアは、バンクーバー島に位置する。
四国とほぼ同じ大きさであり、周辺には多数の島が
点在している。BC州最大の都市は、大陸本土に位
置するバンクーバーであるが、それら本土とは橋梁
は架設されておらず、主要な交通手段はフェリーで
ある。
　この地域では、世界最大の水上機による定期便
ネットワークが形成されている（Fig.5）。主たる運
航会社はHarbour Airであり、その他に遊覧飛行・
チャーター便を運航する会社もある。ネットワーク
の拠点は、バンクーバーである。ビクトリア便がメ
インルートであり、朝と夕は30分置き、日中は60
分置きと高頻度に運航されている。なお、水上機は
有視界飛行方式（VFR：Visual Flight Rules）が基
本であり、離着水エリアには照明設備がないため、
日の出から日没までがオペレーションタイムであ
る。フライト所要時間は約30分、料金は250カナダ
ドル程度である。一方、バスとフェリーでは約4時
間で約40Cドルである。従って，ビジネスマンや年
配の観光客がよく利用している。その他のルートは、
バンクーバー島のナナイモ、コモなどの他、山岳リ
ゾート地であるウィスラーなどを結んでいる。機材
は主にDHC-3 Otter（14 seats）が使われている。

Otterは1965年で製造が終了しているが、エンジン
を積み替えるなどの改良を繰り返して使用されてい
る。Otterはシングルエンジンであるため、パイロッ
トは1人で運航ができる。そのため、運航コストを
抑えられることから、現在でも多くの機材が使用さ
れている。
　バンクーバーには、2つの水上空港（Seaplane Base, 
以下SPB）がある。ダウンタウンにあるVancouver 
Harbour Flight Centre（VHFC）は、世界最大規模
を誇るSPBである（Fig.6）。VHFCは、バンクーバー

（コーラル）ハーバーに立地している。このハーバー
は奥深く切れ込んだ大きな入江であり、コンテナ港
湾や旅客船ターミナル、マリーナもあり、船舶の往

もある。

　航空法第79条には、「航空機は、陸上にあつては
空港等以外の場所において、水上にあつては国土交
通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸し
てはならない」と記されている。つまり、陸上とは
異なり、水上ならば空港等以外でも離着水できる。
とはいえ、1km程度の距離がある静穏な水域およ
び、その周辺の空域に障害物がないことが必要条件
である。入江や港湾、湖沼、河川などで、この条件
が整う水域は日本各地に無数に存在する。
　しかし、これらの水域は、船舶や漁業、レジャー
等で利活用されている。水上機は半世紀にわたり運
航が途絶えていたため、既存の水面利用者にしてみ
れば、高速の飛行機が同じ水面を利用することへの
不安がある。既存利用者との事前調整は不可欠であ
る。一方、海外では、船舶等の水面利用者と共同で
水面を利用している場合が多い。船舶や水上機のト
ラフィックはさほど多くないことから、時間を譲り
合いながらの運用は十分可能である。狭い水域にお
いて過密なトラフィックがある場合には、前述の
ヴィクトリア（カナダ）の事例が参考になる。船舶
と水上機の運用ルールを定めたトラフィックスキー
ムを定めるのも一案である。

　前述のとおり、2016年に尾道で水上機による遊
覧飛行等が開始され、今夏には松江でもサービスが
開始された。われわれの水上空港ネットワーク構想
研究会も普及へ向けて啓発活動を進め、霞ヶ浦など
での誘致活動を展開している。他にも、いくつかの
地域において、水上機の導入検討が進められている。
　岩手県宮古市は、5～6年前に独自に導入に向け
た調査を行っている。また、島根県浜田市では地元
経済界が日本海側を点々と結ぶような構想を持ち、
水上機の運航誘致のための協議会を設立した。我々
の研究会も、この活動に協力している。
　離島地域においても、いくつかの検討が進められ
てきた経緯がある。沖縄では波照間空港の活用を目
指して、プライベート水上機を使って試験飛行を実
施した。熊本県上天草市では、水上機の遊覧事業の
誘致が進められていた。遊覧飛行のデモフライトを
実施したが、諸事情により、事業化直前で検討が中
止されてしまった。

　いずれも、離着水の水面確保などには課題はない
ことが明らかとなったが、実際に水上機の運航を行
う事業者が不足していることが大きな課題であり、
全国各地への展開までは至っていない。航空事業の
新規参入は、極めてハードルが高いのが一般的であ
る。航空事業独特の安全管理、航空機の調達や運航
などに費用がかさむことなどが主な理由であり、小
都市や農山漁村の小規模需要（旅客および貨物を合
わせても）で採算を確保することはリスクが大きい。
特に離島では需要規模が小さく、また地元において
航空機整備や運航支援業務などを請け負う人材確保
などの課題もある。国では、2011年度より「地域
公共交通確保維持改善事業　～生活交通サバイバル
戦略～」を創設し、離島航路および航空路に対する
支援を実施している18）。それぞれの離島のニーズを
把握し，さらに積極的にニーズを掘り起こし、離島
航空路維持の補助メニュー等を活用しながら、地域
に根ざした航空事業を育てることが肝要であろう。
　このような課題があるものの、日本各地から水上
機を誘致したいとの声が上がり始めている。そこで、
筆者らが協力して、みなと総合研究財団において、
水上機事業を誘致するためのガイドブック10）を制
作し、今夏に発刊した。このガイドブックでは、水
上機の魅力を伝えるとともに、地域が誘致へ向けて
どのように環境を整えるか、どのように気運を高め
るかなどをまとめている。
 

　海に囲まれた島嶼国である日本でこそ、水上機の
活用が適している。特に、離島のアクセスとして有
用だと考えている。
　東日本大震災の復興をきっかけとしてスタートし
た水上空港ネットワーク構想であるが、瀬戸内で水
上機運送事業が半世紀ぶりに復活し、徐々に全国で
も誘致へ向けた活動が広がり始めている。水上機に
よる高速交通イノベーションを実現し、全国津々
浦々の地方創生が確実に進めばと願っている。
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来が頻繁である。このように船舶の往来の激しい湾
内で、水上機が5～10分程度の間隔で着水と離水を
繰り返している。水上機の離発着が定められたエリ
アは、Area Alfaと名付けられた旅客ターミナル沖
合に設けられたほぼ正方形（1辺 2km程）のエリ
アで、離着水の方向までは指定されていない。大型
の貨物船やクルーズ客船の動線とは、おおむね重な
らないが、その動線とは隣接している。プレジャー
ボートなどの小型船は、このエリアの西にマリーナ
があることから、そこそこの頻度でエリア内を航行
している。とはいえ、船舶や水上機は、多くても数
分程度の航行頻度であり、それらがお互いに空間と
時間を譲歩しながら航行しているため、交錯が問題
となることはほとんどない。
　バンクーバーのもう一つのSPBは、ダウンタウ
ンから南へ約15kmにあるバンクーバー国際空港に
隣接するフレーザー川にある。河口付近のため流れ
は緩慢であり、河幅は200ｍほどである。大型船舶
の航行はほとんどなく、小型船舶がたまに航行して
いる。水上機が10～20分置きに離着水を繰り返し
ている。
　ヴィクトリアのダウンタウンは、ヴィクトリアハー
バーを囲むように拡がっている。SPBは、そのダウ
ンタウンに立地している。ヴィクトリアは、狭あい
な入江を大型船舶からカヌーなどの小さなボートま
で、多様な使われ方をしている特殊な事例である。
過去に船舶と水上機の交錯危険性や、周辺住宅地で
騒音に対する懸念の声が上がったことから、港湾管
理者（国機関）が地域住民や船舶などの水域利用者
を巻き込んで検討を進め、水域利用区域の設定やト
ラフィックルールを定めたWater Airport Operations 
Manualを策定している（Fig.7）。水上機の離着水
は大型船の航路を共用し、その航路には小型船やカ

ヌーなどの進入を原則禁止している。また、市街地
に近いことから騒音に対する問題もあり、離水時の
エンジン音を避けるために、離水時は市街地に離れ
たランウェイをできるだけ使っている。このように
多様な水面利用者としっかりと調整しながら、水上
機が安全安心に離着水できる環境を整えている。
　5-2　モルディブ
　世界有数のリゾート国であるモルディブは、イン
ドとスリランカの南西のインド洋にある島嶼国であ
る。南北800kmの地域に26の環礁と約1,200の島々
があり、約200の島に人が住んでいる。人口はおよ
そ40万人（2014年）である。主産業は観光業であり、
年間120万人（2015年）が訪れている。
　島国であるが故に、モルディブの国内移動は船舶
および航空に限定される。ほぼ中心に位置するフル
レ島（首都マレ）には、ヴェラナ国際空港があり、ヨー
ロッパや中東、アジア各地から多くの航空会社が乗
り入れている。また、同空港はリゾートアイランド
への国内航空（水上機含む）の拠点となっており、
多数の便が運航されている。
　水上機の運航事業者は2社である＊１。1989年よ
りヘリコプター事業を、1993年より水上機事業を
開始した老舗の Trans Maldivian Airway（TMA）、
お よ び 国 営 企 業 と し て2000年 に 設 立 さ れ た
Maldivian (airline)が国際線・国内線旅客機に加え
て、水上機による運航サービスを行っている。機材
はすべてDHC-6 Twin Otter（18 seats）が使われ
ている。
　水上機ネットワークは、ヴェラナ国際空港を拠点
として、リゾートアイランド間を結んでいる（Fig. 8）。
リゾートアイランドは、島に1つのホテルが立地し
て、コテージなどの宿泊施設やレストラン、海洋ア
クティビティ施設などが整備されているケースがほ
とんどである（Fig.9）。国内には200余りのリゾー
トアイランドがあり、このうち72のリゾートアイ
ランドに水上機の運航サービスが提供されている。
平均的に一日300フライト程度が運航されている。
ほとんどが観光客であり、特にクリスマス・年末年
始・中国の旧正月はハイシーズンであり、多くの利
用がある。観光客に加え、地元の人の利用もある。
運航形態は定期便ではなく、主にリゾートアイラン
ドのホテルからの要請により、ホテル客の送迎を
行っている。いってみれば、予約制の乗合タクシー

のような運航形態である。そのため、さまざまなリ
ゾートアイランドを経由する、いわゆるアイランド
ホッパーの運航形態となる場合もある。
　水上機の離発着場は、主にラグーン内で行われて
いる。ヴェラナ国際空港もラグーンアイランドに整
備されており、水上機の離着水は、そのラグーンに
設けられた専用水域で行われている。水上のラン
ウェイはFig.10に示すように、約1,200m×60mと

約900m×60mの2本が配置されている。なお、専
用水域のため船舶の往来はない。一方、ほとんどの
リゾートアイランドもラグーン内で離着水してい
る。水上機の搭乗施設は桟橋ではなく、沖合に浮か
べられたプラットフォーム（FPF: Floating Platform）
が用いられるのが一般的である（Fig.11）。ビーチ
からFPFへは、船舶にて送迎を行う。FPFは風向
きに合わせて自由に方向が変えられるため、季節に
よって変化する風向に合わせたり、漂砂による浅場
を避けたりしながらラグーン内を移動させている。
時にはラグーン外に設置する場合もある。加えて、
陸地から離れることによって、ホテルへの騒音を軽
減できるとともに、ビーチ周辺のレジャーアクティ
ビティ（海水浴やボートなど）を阻害しないためで

Fig.7　ヴィクトリア湾のトラフィックスキーム
（筆者一部加筆）16）

＊1 新たにVIP専用の水上機運航会社（Sky Atoll社）がサー
ビス開始予定である。



　わが国の有人離島（417島１））のうち、空港が存
在するのは36島のみである。つまり、ほとんどの
離島の住民や来訪者は、高速交通手段を利用できな
いのが現状である。小笠原諸島や沖縄諸島などには、
本土や空港が存在する離島から遠く離れた有人離島
が数多く存在する。これらへのアクセスとして、水
上飛行機（以下、水上機）の活用を提案したい。
　水上機は、水面を滑走路として離着水する航空機
であり、空港がない離島などの地域に航空サービス
を提供できる。世界を見渡せば、カナダ西海岸やモ
ルディブなどで高頻度に水上機が飛び交っている。

日本でも、2016年に水上機による遊覧飛行および
チャーター運送事業が、尾道を拠点として始まって
いる（Fig.1）。

 
　2012年1月に日本大学理工学部の研究者を中心に
設立した「東日本復興水上空港ネットワーク構想研
究会」では、2012年より水上機の国内導入を提唱
してきた３）。きっかけは東日本大震災である。新幹
線や空港から離れた三陸地域など、東日本沿岸部の
復興支援に資するためであるが、東日本に限らず、
新幹線や空港などから離れた地方都市や農山漁村、
観光地は、全国各地にまだ多数存在する。つまり、
高速交通ネットワークの恩恵を受けられるのは限定
的な地域である。特に、離島は陸上交通に頼ること
もできず、多くの場合、アクセス交通は船舶のみで
ある。水上機は、離島の交通アクセス手段として大
いに期待できる。

　Fig.2は、研究会で検討してきた全国ネットワー
クの例である。ここに挙げた地域や路線に限らず、
離着水できる水面は全て対象と考えている。ネット
ワークといっても、定期便就航のイメージではなく、
チャーター等の不定期便をイメージしている。
　水上機は、水面から離発着できる飛行機で車輪の
代わりにフロートを脚につけたフロート機（Fig.1）
と、飛行機の艇体自体で水面に浮くタイプの飛行艇

（Fig.3）とがある。また、水面だけでなく、陸上で
も離発着できる水陸両用タイプもある。フロート水
上機には、プロペラ推進の小型機が用いられる。一
方、飛行艇は大型化が可能である。しかし、地方の
小都市や観光地、離島などの人口過疎地では、大量
輸送は不要である。そこで、フロート水上機（定員

19人以下）を活用することを前提と考えている。
巡航速度は200～300km/hであり、ほぼ新幹線と同
じである。つまり、小量高速交通を全国津々浦々に
提供することを提唱しているのである。
　研究会では、カナダやモルディブなど先進諸外国
における水上機の利活用動向や運航を取り巻く環境

（水面利用の法制度など）の調査、導入された場合
の利用者需要予測および事業化可能性の検討、水上
機の離着水支援システムの開発などを行ってきてい
る６）７）。
　さらには、東日本大震災の被災地である塩竈をは
じめ、いくつかの地域で普及啓発のためのシンポジ
ウムや水上機デモフライトなどを開催してきてい
る。これらの活動は、マスメディアにもたびたび取
り上げられてきた。また一連の活動は、「ジャパン・
レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2016」にお
いて最優秀賞（交通・運輸部門）を受賞するなど、
社会的な評価を得ることができた。

 
　水上機は、大規模な陸上空港を整備することなく、
全国津々浦々の地方都市や離島へ高速交通手段を提
供できる。その導入による効果はいろいろある。こ
こで導入効果を簡単に整理する８）。
1 ）交流活性化
　新幹線や陸上空港から離れた地方都市へ時間価値
の高いビジネスマンなどが出張しやすくなり、地方
在住者が大都市を訪問しやすくなる。交流活性化に
よる地域経済の維持活性化の効果が期待できる。特
に、水上機は都心近くの入江などで離発着できるた
め、陸上空港よりアクセス面で優れており、利便性
が高いのが一般的である。

2 ）観光振興
　急増しているインバウンドなどの観光客が地方の小
都市や漁村などを訪問しやすくなる。また、日本には
多島海やリアス式海岸があり、上空からの景色が非
常に美しい。クルーズ客船が急速に普及してきてい
るが、日本の素晴らしい沿岸を海から見て、さらに
空から見るというオプショナルツアーも魅力的であろ
う。水上機が水面から飛び立つのを眺めているのも
楽しい。このような新たな観光魅力を創出できる。
3 ）軽量貨物物流
　水上機は、沿岸や離島地域などの物流の速達性を
向上できる。フロート水上機では、小さく軽量な貨
物を旅客とともに運搬できるので、鮮魚などの特産
品の輸送に向いている。
4 ）緊急輸送
　医療品や希少な部品、医療関係者や復旧支援要員
などの緊急輸送にも効果を発揮できる。災害が多い
日本においては、災害時の物資輸送や救援者輸送に
も効果的であろう。ただし、津波や大水害が発生し
た場合、発災直後は水面に漂流物が多く、離着水は
困難である。水面の啓開が行われた後や、津波が発
生しない内陸型地震などでの利活用が想定できる。
　また、離島や半島などの訪問診療への活用は効果
的である。実際、瀬戸内海の離島をボートで訪問診
療している医師がおり、ボートより速達性に優れ、
さらには沖合の波が高いときでも移動できる水上機
の導入を望んでいる９）。
5 ）新規事業展開
　瀬戸内で50年ぶりに復活した水上機運送のよう
な事業が地域において起業されれば、地域経済が潤
う。運航だけでなく、航空機整備に係る雇用の増大
等の経済効果が大きい。 
6 ）パイロットの育成
　日本のみならず、世界中でパイロット不足が深刻
な問題である。水上機運航事業のような小さなエア
ラインや、個人所有の飛行機が盛んに飛べるような
環境をつくることで、パイロットの裾野を拡げるこ
とができる。若い人でパイロットになりたい人は多
いが、エアラインパイロットになるハードルは高い。
水上機のような小型機が普及すれば、パイロットの
裾野を広げ、エアラインパイロットの供給源を確保
することに役立つ。

　ライト兄弟が動力飛行に成功したのが1903年で

ある。その後、飛行機の開発は急速に進み、第一次
世界大戦前には航空輸送事業が行われるようになっ
ていた。大量輸送のために機材は大型化されたが、
当時のエンジンは非力であり、離陸に長大な滑走路
が必要であった。そのため、滑走路を長く確保でき
る水面を利用した飛行艇が、当時の旅客機・貨物機
の主流であった。飛行中にトラブルがあった場合で
も、水面に不時着できるメリットもあり、第一次世
界大戦の頃には，世界中で水上機が全盛を誇るよう
になっていた。
　わが国でも、1920年代初頭に民間航空輸送が開
始されたが、陸上滑走路はほとんど整備されてな
く、水面を利用できる水上機が主に使われていた。
日本航空輸送研究所（1922 - 1939）、大日本航空

（1938-1945）、戦後になっても日東航空（1952-1964）
など、いくつかの航空会社が水上機による旅客輸送
事業を行っていた12）（Fig.4）。ちなみに、1931年には、
かのリンドバーグが水上機で太平洋を横断し、根室
～霞ヶ浦～大阪～福岡に立ち寄っている14）。
　しかし、陸上空港の整備が進み、戦後になって
ジェット機など陸上機も台頭し、さらには水上機の
事故が相次いだことなどの理由により、日本の空か
ら水上機輸送事業は消えていった。
　現役の水上機は、国産のUS-2等が救難飛行艇と
して活躍している（Fig.3）。ニュースキャスターの
辛坊治郎氏がヨットで太平洋横断中に遭難し、その
際に救助したことがニュース等で報道されて話題と
なった。外洋の3mに及ぶ波高でも離着水できる非
常に性能の高い機材である。しかし、自衛隊専用機
であり、民間転用の改装費用がかさむとのことであ
る。また、プライベートのフロート水上機は、2007
年に個人によって日本へ持ち込まれた。その後、前

述の通り、2016年に尾道を拠点として、せとうち
SEAPLANES社が水上機を用いて遊覧飛行・チャー
ター運送を行うようになり、今夏には松江（中海）
を拠点として遊覧飛行を開始した。国内でも水上機
がわずかながら増えてきている。
　一方、海外に目を向けると、バンクーバーやシア
トルなどの北米西海岸では、水上機による運送事業
が非常に活発に行われている。シアトルで水上機運
送事業を行っているKenmore Airは、戦後すぐの
1946年に設立されている。バンクーバーのHarbour 
Airは、1982年に設立され、その後、2000年頃から
世界中で導入が進みはじめた。クロアチア、イギリ
ス、デンマークなどの西欧諸国でも水上機運送事業
が行われるようになり、さらにはインド、モルディ
ブ、スリランカ、タイ、ベトナム、インドネシア、
ニュージーランド、中国、日本等に広がっている。
北米大陸西海岸から西欧、そして、アジア・オセア
ニアへと世界中に急速に普及してきている。
 

　5-1　カナダ西海岸
　カナダ西部のブリティッシュコロンビア（BC）州
の州都ヴィクトリアは、バンクーバー島に位置する。
四国とほぼ同じ大きさであり、周辺には多数の島が
点在している。BC州最大の都市は、大陸本土に位
置するバンクーバーであるが、それら本土とは橋梁
は架設されておらず、主要な交通手段はフェリーで
ある。
　この地域では、世界最大の水上機による定期便
ネットワークが形成されている（Fig.5）。主たる運
航会社はHarbour Airであり、その他に遊覧飛行・
チャーター便を運航する会社もある。ネットワーク
の拠点は、バンクーバーである。ビクトリア便がメ
インルートであり、朝と夕は30分置き、日中は60
分置きと高頻度に運航されている。なお、水上機は
有視界飛行方式（VFR：Visual Flight Rules）が基
本であり、離着水エリアには照明設備がないため、
日の出から日没までがオペレーションタイムであ
る。フライト所要時間は約30分、料金は250カナダ
ドル程度である。一方、バスとフェリーでは約4時
間で約40Cドルである。従って，ビジネスマンや年
配の観光客がよく利用している。その他のルートは、
バンクーバー島のナナイモ、コモなどの他、山岳リ
ゾート地であるウィスラーなどを結んでいる。機材
は主にDHC-3 Otter（14 seats）が使われている。

Otterは1965年で製造が終了しているが、エンジン
を積み替えるなどの改良を繰り返して使用されてい
る。Otterはシングルエンジンであるため、パイロッ
トは1人で運航ができる。そのため、運航コストを
抑えられることから、現在でも多くの機材が使用さ
れている。
　バンクーバーには、2つの水上空港（Seaplane Base, 
以下SPB）がある。ダウンタウンにあるVancouver 
Harbour Flight Centre（VHFC）は、世界最大規模
を誇るSPBである（Fig.6）。VHFCは、バンクーバー

（コーラル）ハーバーに立地している。このハーバー
は奥深く切れ込んだ大きな入江であり、コンテナ港
湾や旅客船ターミナル、マリーナもあり、船舶の往

もある。

　航空法第79条には、「航空機は、陸上にあつては
空港等以外の場所において、水上にあつては国土交
通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸し
てはならない」と記されている。つまり、陸上とは
異なり、水上ならば空港等以外でも離着水できる。
とはいえ、1km程度の距離がある静穏な水域およ
び、その周辺の空域に障害物がないことが必要条件
である。入江や港湾、湖沼、河川などで、この条件
が整う水域は日本各地に無数に存在する。
　しかし、これらの水域は、船舶や漁業、レジャー
等で利活用されている。水上機は半世紀にわたり運
航が途絶えていたため、既存の水面利用者にしてみ
れば、高速の飛行機が同じ水面を利用することへの
不安がある。既存利用者との事前調整は不可欠であ
る。一方、海外では、船舶等の水面利用者と共同で
水面を利用している場合が多い。船舶や水上機のト
ラフィックはさほど多くないことから、時間を譲り
合いながらの運用は十分可能である。狭い水域にお
いて過密なトラフィックがある場合には、前述の
ヴィクトリア（カナダ）の事例が参考になる。船舶
と水上機の運用ルールを定めたトラフィックスキー
ムを定めるのも一案である。

　前述のとおり、2016年に尾道で水上機による遊
覧飛行等が開始され、今夏には松江でもサービスが
開始された。われわれの水上空港ネットワーク構想
研究会も普及へ向けて啓発活動を進め、霞ヶ浦など
での誘致活動を展開している。他にも、いくつかの
地域において、水上機の導入検討が進められている。
　岩手県宮古市は、5～6年前に独自に導入に向け
た調査を行っている。また、島根県浜田市では地元
経済界が日本海側を点々と結ぶような構想を持ち、
水上機の運航誘致のための協議会を設立した。我々
の研究会も、この活動に協力している。
　離島地域においても、いくつかの検討が進められ
てきた経緯がある。沖縄では波照間空港の活用を目
指して、プライベート水上機を使って試験飛行を実
施した。熊本県上天草市では、水上機の遊覧事業の
誘致が進められていた。遊覧飛行のデモフライトを
実施したが、諸事情により、事業化直前で検討が中
止されてしまった。

　いずれも、離着水の水面確保などには課題はない
ことが明らかとなったが、実際に水上機の運航を行
う事業者が不足していることが大きな課題であり、
全国各地への展開までは至っていない。航空事業の
新規参入は、極めてハードルが高いのが一般的であ
る。航空事業独特の安全管理、航空機の調達や運航
などに費用がかさむことなどが主な理由であり、小
都市や農山漁村の小規模需要（旅客および貨物を合
わせても）で採算を確保することはリスクが大きい。
特に離島では需要規模が小さく、また地元において
航空機整備や運航支援業務などを請け負う人材確保
などの課題もある。国では、2011年度より「地域
公共交通確保維持改善事業　～生活交通サバイバル
戦略～」を創設し、離島航路および航空路に対する
支援を実施している18）。それぞれの離島のニーズを
把握し，さらに積極的にニーズを掘り起こし、離島
航空路維持の補助メニュー等を活用しながら、地域
に根ざした航空事業を育てることが肝要であろう。
　このような課題があるものの、日本各地から水上
機を誘致したいとの声が上がり始めている。そこで、
筆者らが協力して、みなと総合研究財団において、
水上機事業を誘致するためのガイドブック10）を制
作し、今夏に発刊した。このガイドブックでは、水
上機の魅力を伝えるとともに、地域が誘致へ向けて
どのように環境を整えるか、どのように気運を高め
るかなどをまとめている。
 

　海に囲まれた島嶼国である日本でこそ、水上機の
活用が適している。特に、離島のアクセスとして有
用だと考えている。
　東日本大震災の復興をきっかけとしてスタートし
た水上空港ネットワーク構想であるが、瀬戸内で水
上機運送事業が半世紀ぶりに復活し、徐々に全国で
も誘致へ向けた活動が広がり始めている。水上機に
よる高速交通イノベーションを実現し、全国津々
浦々の地方創生が確実に進めばと願っている。
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来が頻繁である。このように船舶の往来の激しい湾
内で、水上機が5～10分程度の間隔で着水と離水を
繰り返している。水上機の離発着が定められたエリ
アは、Area Alfaと名付けられた旅客ターミナル沖
合に設けられたほぼ正方形（1辺 2km程）のエリ
アで、離着水の方向までは指定されていない。大型
の貨物船やクルーズ客船の動線とは、おおむね重な
らないが、その動線とは隣接している。プレジャー
ボートなどの小型船は、このエリアの西にマリーナ
があることから、そこそこの頻度でエリア内を航行
している。とはいえ、船舶や水上機は、多くても数
分程度の航行頻度であり、それらがお互いに空間と
時間を譲歩しながら航行しているため、交錯が問題
となることはほとんどない。
　バンクーバーのもう一つのSPBは、ダウンタウ
ンから南へ約15kmにあるバンクーバー国際空港に
隣接するフレーザー川にある。河口付近のため流れ
は緩慢であり、河幅は200ｍほどである。大型船舶
の航行はほとんどなく、小型船舶がたまに航行して
いる。水上機が10～20分置きに離着水を繰り返し
ている。
　ヴィクトリアのダウンタウンは、ヴィクトリアハー
バーを囲むように拡がっている。SPBは、そのダウ
ンタウンに立地している。ヴィクトリアは、狭あい
な入江を大型船舶からカヌーなどの小さなボートま
で、多様な使われ方をしている特殊な事例である。
過去に船舶と水上機の交錯危険性や、周辺住宅地で
騒音に対する懸念の声が上がったことから、港湾管
理者（国機関）が地域住民や船舶などの水域利用者
を巻き込んで検討を進め、水域利用区域の設定やト
ラフィックルールを定めたWater Airport Operations 
Manualを策定している（Fig.7）。水上機の離着水
は大型船の航路を共用し、その航路には小型船やカ

ヌーなどの進入を原則禁止している。また、市街地
に近いことから騒音に対する問題もあり、離水時の
エンジン音を避けるために、離水時は市街地に離れ
たランウェイをできるだけ使っている。このように
多様な水面利用者としっかりと調整しながら、水上
機が安全安心に離着水できる環境を整えている。
　5-2　モルディブ
　世界有数のリゾート国であるモルディブは、イン
ドとスリランカの南西のインド洋にある島嶼国であ
る。南北800kmの地域に26の環礁と約1,200の島々
があり、約200の島に人が住んでいる。人口はおよ
そ40万人（2014年）である。主産業は観光業であり、
年間120万人（2015年）が訪れている。
　島国であるが故に、モルディブの国内移動は船舶
および航空に限定される。ほぼ中心に位置するフル
レ島（首都マレ）には、ヴェラナ国際空港があり、ヨー
ロッパや中東、アジア各地から多くの航空会社が乗
り入れている。また、同空港はリゾートアイランド
への国内航空（水上機含む）の拠点となっており、
多数の便が運航されている。
　水上機の運航事業者は2社である＊１。1989年よ
りヘリコプター事業を、1993年より水上機事業を
開始した老舗の Trans Maldivian Airway（TMA）、
お よ び 国 営 企 業 と し て2000年 に 設 立 さ れ た
Maldivian (airline)が国際線・国内線旅客機に加え
て、水上機による運航サービスを行っている。機材
はすべてDHC-6 Twin Otter（18 seats）が使われ
ている。
　水上機ネットワークは、ヴェラナ国際空港を拠点
として、リゾートアイランド間を結んでいる（Fig. 8）。
リゾートアイランドは、島に1つのホテルが立地し
て、コテージなどの宿泊施設やレストラン、海洋ア
クティビティ施設などが整備されているケースがほ
とんどである（Fig.9）。国内には200余りのリゾー
トアイランドがあり、このうち72のリゾートアイ
ランドに水上機の運航サービスが提供されている。
平均的に一日300フライト程度が運航されている。
ほとんどが観光客であり、特にクリスマス・年末年
始・中国の旧正月はハイシーズンであり、多くの利
用がある。観光客に加え、地元の人の利用もある。
運航形態は定期便ではなく、主にリゾートアイラン
ドのホテルからの要請により、ホテル客の送迎を
行っている。いってみれば、予約制の乗合タクシー
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のような運航形態である。そのため、さまざまなリ
ゾートアイランドを経由する、いわゆるアイランド
ホッパーの運航形態となる場合もある。
　水上機の離発着場は、主にラグーン内で行われて
いる。ヴェラナ国際空港もラグーンアイランドに整
備されており、水上機の離着水は、そのラグーンに
設けられた専用水域で行われている。水上のラン
ウェイはFig.10に示すように、約1,200m×60mと

約900m×60mの2本が配置されている。なお、専
用水域のため船舶の往来はない。一方、ほとんどの
リゾートアイランドもラグーン内で離着水してい
る。水上機の搭乗施設は桟橋ではなく、沖合に浮か
べられたプラットフォーム（FPF: Floating Platform）
が用いられるのが一般的である（Fig.11）。ビーチ
からFPFへは、船舶にて送迎を行う。FPFは風向
きに合わせて自由に方向が変えられるため、季節に
よって変化する風向に合わせたり、漂砂による浅場
を避けたりしながらラグーン内を移動させている。
時にはラグーン外に設置する場合もある。加えて、
陸地から離れることによって、ホテルへの騒音を軽
減できるとともに、ビーチ周辺のレジャーアクティ
ビティ（海水浴やボートなど）を阻害しないためで

Fig.8　モルディブの環礁 とSPBがある主なリゾートアイランド
（出典）Trans Maldivian Airways Web17）

Fig.10　ヴィラナ国際空港の全体図
（資料提供）Sky Atoll 社

Fig.11　リゾートアイランドの乗降施設　フローティングプラットフォーム
（筆者撮影）

Fig.9　モルディブのリゾートアイランド（筆者撮影）



　わが国の有人離島（417島１））のうち、空港が存
在するのは36島のみである。つまり、ほとんどの
離島の住民や来訪者は、高速交通手段を利用できな
いのが現状である。小笠原諸島や沖縄諸島などには、
本土や空港が存在する離島から遠く離れた有人離島
が数多く存在する。これらへのアクセスとして、水
上飛行機（以下、水上機）の活用を提案したい。
　水上機は、水面を滑走路として離着水する航空機
であり、空港がない離島などの地域に航空サービス
を提供できる。世界を見渡せば、カナダ西海岸やモ
ルディブなどで高頻度に水上機が飛び交っている。

日本でも、2016年に水上機による遊覧飛行および
チャーター運送事業が、尾道を拠点として始まって
いる（Fig.1）。

 
　2012年1月に日本大学理工学部の研究者を中心に
設立した「東日本復興水上空港ネットワーク構想研
究会」では、2012年より水上機の国内導入を提唱
してきた３）。きっかけは東日本大震災である。新幹
線や空港から離れた三陸地域など、東日本沿岸部の
復興支援に資するためであるが、東日本に限らず、
新幹線や空港などから離れた地方都市や農山漁村、
観光地は、全国各地にまだ多数存在する。つまり、
高速交通ネットワークの恩恵を受けられるのは限定
的な地域である。特に、離島は陸上交通に頼ること
もできず、多くの場合、アクセス交通は船舶のみで
ある。水上機は、離島の交通アクセス手段として大
いに期待できる。

　6.　わが国における水上機の運航環境

　7.　全国の動向
　8.　おわりに

　Fig.2は、研究会で検討してきた全国ネットワー
クの例である。ここに挙げた地域や路線に限らず、
離着水できる水面は全て対象と考えている。ネット
ワークといっても、定期便就航のイメージではなく、
チャーター等の不定期便をイメージしている。
　水上機は、水面から離発着できる飛行機で車輪の
代わりにフロートを脚につけたフロート機（Fig.1）
と、飛行機の艇体自体で水面に浮くタイプの飛行艇

（Fig.3）とがある。また、水面だけでなく、陸上で
も離発着できる水陸両用タイプもある。フロート水
上機には、プロペラ推進の小型機が用いられる。一
方、飛行艇は大型化が可能である。しかし、地方の
小都市や観光地、離島などの人口過疎地では、大量
輸送は不要である。そこで、フロート水上機（定員

19人以下）を活用することを前提と考えている。
巡航速度は200～300km/hであり、ほぼ新幹線と同
じである。つまり、小量高速交通を全国津々浦々に
提供することを提唱しているのである。
　研究会では、カナダやモルディブなど先進諸外国
における水上機の利活用動向や運航を取り巻く環境

（水面利用の法制度など）の調査、導入された場合
の利用者需要予測および事業化可能性の検討、水上
機の離着水支援システムの開発などを行ってきてい
る６）７）。
　さらには、東日本大震災の被災地である塩竈をは
じめ、いくつかの地域で普及啓発のためのシンポジ
ウムや水上機デモフライトなどを開催してきてい
る。これらの活動は、マスメディアにもたびたび取
り上げられてきた。また一連の活動は、「ジャパン・
レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2016」にお
いて最優秀賞（交通・運輸部門）を受賞するなど、
社会的な評価を得ることができた。

 
　水上機は、大規模な陸上空港を整備することなく、
全国津々浦々の地方都市や離島へ高速交通手段を提
供できる。その導入による効果はいろいろある。こ
こで導入効果を簡単に整理する８）。
1 ）交流活性化
　新幹線や陸上空港から離れた地方都市へ時間価値
の高いビジネスマンなどが出張しやすくなり、地方
在住者が大都市を訪問しやすくなる。交流活性化に
よる地域経済の維持活性化の効果が期待できる。特
に、水上機は都心近くの入江などで離発着できるた
め、陸上空港よりアクセス面で優れており、利便性
が高いのが一般的である。

2 ）観光振興
　急増しているインバウンドなどの観光客が地方の小
都市や漁村などを訪問しやすくなる。また、日本には
多島海やリアス式海岸があり、上空からの景色が非
常に美しい。クルーズ客船が急速に普及してきてい
るが、日本の素晴らしい沿岸を海から見て、さらに
空から見るというオプショナルツアーも魅力的であろ
う。水上機が水面から飛び立つのを眺めているのも
楽しい。このような新たな観光魅力を創出できる。
3 ）軽量貨物物流
　水上機は、沿岸や離島地域などの物流の速達性を
向上できる。フロート水上機では、小さく軽量な貨
物を旅客とともに運搬できるので、鮮魚などの特産
品の輸送に向いている。
4 ）緊急輸送
　医療品や希少な部品、医療関係者や復旧支援要員
などの緊急輸送にも効果を発揮できる。災害が多い
日本においては、災害時の物資輸送や救援者輸送に
も効果的であろう。ただし、津波や大水害が発生し
た場合、発災直後は水面に漂流物が多く、離着水は
困難である。水面の啓開が行われた後や、津波が発
生しない内陸型地震などでの利活用が想定できる。
　また、離島や半島などの訪問診療への活用は効果
的である。実際、瀬戸内海の離島をボートで訪問診
療している医師がおり、ボートより速達性に優れ、
さらには沖合の波が高いときでも移動できる水上機
の導入を望んでいる９）。
5 ）新規事業展開
　瀬戸内で50年ぶりに復活した水上機運送のよう
な事業が地域において起業されれば、地域経済が潤
う。運航だけでなく、航空機整備に係る雇用の増大
等の経済効果が大きい。 
6 ）パイロットの育成
　日本のみならず、世界中でパイロット不足が深刻
な問題である。水上機運航事業のような小さなエア
ラインや、個人所有の飛行機が盛んに飛べるような
環境をつくることで、パイロットの裾野を拡げるこ
とができる。若い人でパイロットになりたい人は多
いが、エアラインパイロットになるハードルは高い。
水上機のような小型機が普及すれば、パイロットの
裾野を広げ、エアラインパイロットの供給源を確保
することに役立つ。

　ライト兄弟が動力飛行に成功したのが1903年で

ある。その後、飛行機の開発は急速に進み、第一次
世界大戦前には航空輸送事業が行われるようになっ
ていた。大量輸送のために機材は大型化されたが、
当時のエンジンは非力であり、離陸に長大な滑走路
が必要であった。そのため、滑走路を長く確保でき
る水面を利用した飛行艇が、当時の旅客機・貨物機
の主流であった。飛行中にトラブルがあった場合で
も、水面に不時着できるメリットもあり、第一次世
界大戦の頃には，世界中で水上機が全盛を誇るよう
になっていた。
　わが国でも、1920年代初頭に民間航空輸送が開
始されたが、陸上滑走路はほとんど整備されてな
く、水面を利用できる水上機が主に使われていた。
日本航空輸送研究所（1922 - 1939）、大日本航空

（1938-1945）、戦後になっても日東航空（1952-1964）
など、いくつかの航空会社が水上機による旅客輸送
事業を行っていた12）（Fig.4）。ちなみに、1931年には、
かのリンドバーグが水上機で太平洋を横断し、根室
～霞ヶ浦～大阪～福岡に立ち寄っている14）。
　しかし、陸上空港の整備が進み、戦後になって
ジェット機など陸上機も台頭し、さらには水上機の
事故が相次いだことなどの理由により、日本の空か
ら水上機輸送事業は消えていった。
　現役の水上機は、国産のUS-2等が救難飛行艇と
して活躍している（Fig.3）。ニュースキャスターの
辛坊治郎氏がヨットで太平洋横断中に遭難し、その
際に救助したことがニュース等で報道されて話題と
なった。外洋の3mに及ぶ波高でも離着水できる非
常に性能の高い機材である。しかし、自衛隊専用機
であり、民間転用の改装費用がかさむとのことであ
る。また、プライベートのフロート水上機は、2007
年に個人によって日本へ持ち込まれた。その後、前

述の通り、2016年に尾道を拠点として、せとうち
SEAPLANES社が水上機を用いて遊覧飛行・チャー
ター運送を行うようになり、今夏には松江（中海）
を拠点として遊覧飛行を開始した。国内でも水上機
がわずかながら増えてきている。
　一方、海外に目を向けると、バンクーバーやシア
トルなどの北米西海岸では、水上機による運送事業
が非常に活発に行われている。シアトルで水上機運
送事業を行っているKenmore Airは、戦後すぐの
1946年に設立されている。バンクーバーのHarbour 
Airは、1982年に設立され、その後、2000年頃から
世界中で導入が進みはじめた。クロアチア、イギリ
ス、デンマークなどの西欧諸国でも水上機運送事業
が行われるようになり、さらにはインド、モルディ
ブ、スリランカ、タイ、ベトナム、インドネシア、
ニュージーランド、中国、日本等に広がっている。
北米大陸西海岸から西欧、そして、アジア・オセア
ニアへと世界中に急速に普及してきている。
 

　5-1　カナダ西海岸
　カナダ西部のブリティッシュコロンビア（BC）州
の州都ヴィクトリアは、バンクーバー島に位置する。
四国とほぼ同じ大きさであり、周辺には多数の島が
点在している。BC州最大の都市は、大陸本土に位
置するバンクーバーであるが、それら本土とは橋梁
は架設されておらず、主要な交通手段はフェリーで
ある。
　この地域では、世界最大の水上機による定期便
ネットワークが形成されている（Fig.5）。主たる運
航会社はHarbour Airであり、その他に遊覧飛行・
チャーター便を運航する会社もある。ネットワーク
の拠点は、バンクーバーである。ビクトリア便がメ
インルートであり、朝と夕は30分置き、日中は60
分置きと高頻度に運航されている。なお、水上機は
有視界飛行方式（VFR：Visual Flight Rules）が基
本であり、離着水エリアには照明設備がないため、
日の出から日没までがオペレーションタイムであ
る。フライト所要時間は約30分、料金は250カナダ
ドル程度である。一方、バスとフェリーでは約4時
間で約40Cドルである。従って，ビジネスマンや年
配の観光客がよく利用している。その他のルートは、
バンクーバー島のナナイモ、コモなどの他、山岳リ
ゾート地であるウィスラーなどを結んでいる。機材
は主にDHC-3 Otter（14 seats）が使われている。

Otterは1965年で製造が終了しているが、エンジン
を積み替えるなどの改良を繰り返して使用されてい
る。Otterはシングルエンジンであるため、パイロッ
トは1人で運航ができる。そのため、運航コストを
抑えられることから、現在でも多くの機材が使用さ
れている。
　バンクーバーには、2つの水上空港（Seaplane Base, 
以下SPB）がある。ダウンタウンにあるVancouver 
Harbour Flight Centre（VHFC）は、世界最大規模
を誇るSPBである（Fig.6）。VHFCは、バンクーバー

（コーラル）ハーバーに立地している。このハーバー
は奥深く切れ込んだ大きな入江であり、コンテナ港
湾や旅客船ターミナル、マリーナもあり、船舶の往
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もある。

　航空法第79条には、「航空機は、陸上にあつては
空港等以外の場所において、水上にあつては国土交
通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸し
てはならない」と記されている。つまり、陸上とは
異なり、水上ならば空港等以外でも離着水できる。
とはいえ、1km程度の距離がある静穏な水域およ
び、その周辺の空域に障害物がないことが必要条件
である。入江や港湾、湖沼、河川などで、この条件
が整う水域は日本各地に無数に存在する。
　しかし、これらの水域は、船舶や漁業、レジャー
等で利活用されている。水上機は半世紀にわたり運
航が途絶えていたため、既存の水面利用者にしてみ
れば、高速の飛行機が同じ水面を利用することへの
不安がある。既存利用者との事前調整は不可欠であ
る。一方、海外では、船舶等の水面利用者と共同で
水面を利用している場合が多い。船舶や水上機のト
ラフィックはさほど多くないことから、時間を譲り
合いながらの運用は十分可能である。狭い水域にお
いて過密なトラフィックがある場合には、前述の
ヴィクトリア（カナダ）の事例が参考になる。船舶
と水上機の運用ルールを定めたトラフィックスキー
ムを定めるのも一案である。

　前述のとおり、2016年に尾道で水上機による遊
覧飛行等が開始され、今夏には松江でもサービスが
開始された。われわれの水上空港ネットワーク構想
研究会も普及へ向けて啓発活動を進め、霞ヶ浦など
での誘致活動を展開している。他にも、いくつかの
地域において、水上機の導入検討が進められている。
　岩手県宮古市は、5～6年前に独自に導入に向け
た調査を行っている。また、島根県浜田市では地元
経済界が日本海側を点々と結ぶような構想を持ち、
水上機の運航誘致のための協議会を設立した。我々
の研究会も、この活動に協力している。
　離島地域においても、いくつかの検討が進められ
てきた経緯がある。沖縄では波照間空港の活用を目
指して、プライベート水上機を使って試験飛行を実
施した。熊本県上天草市では、水上機の遊覧事業の
誘致が進められていた。遊覧飛行のデモフライトを
実施したが、諸事情により、事業化直前で検討が中
止されてしまった。

　いずれも、離着水の水面確保などには課題はない
ことが明らかとなったが、実際に水上機の運航を行
う事業者が不足していることが大きな課題であり、
全国各地への展開までは至っていない。航空事業の
新規参入は、極めてハードルが高いのが一般的であ
る。航空事業独特の安全管理、航空機の調達や運航
などに費用がかさむことなどが主な理由であり、小
都市や農山漁村の小規模需要（旅客および貨物を合
わせても）で採算を確保することはリスクが大きい。
特に離島では需要規模が小さく、また地元において
航空機整備や運航支援業務などを請け負う人材確保
などの課題もある。国では、2011年度より「地域
公共交通確保維持改善事業　～生活交通サバイバル
戦略～」を創設し、離島航路および航空路に対する
支援を実施している18）。それぞれの離島のニーズを
把握し，さらに積極的にニーズを掘り起こし、離島
航空路維持の補助メニュー等を活用しながら、地域
に根ざした航空事業を育てることが肝要であろう。
　このような課題があるものの、日本各地から水上
機を誘致したいとの声が上がり始めている。そこで、
筆者らが協力して、みなと総合研究財団において、
水上機事業を誘致するためのガイドブック10）を制
作し、今夏に発刊した。このガイドブックでは、水
上機の魅力を伝えるとともに、地域が誘致へ向けて
どのように環境を整えるか、どのように気運を高め
るかなどをまとめている。
 

　海に囲まれた島嶼国である日本でこそ、水上機の
活用が適している。特に、離島のアクセスとして有
用だと考えている。
　東日本大震災の復興をきっかけとしてスタートし
た水上空港ネットワーク構想であるが、瀬戸内で水
上機運送事業が半世紀ぶりに復活し、徐々に全国で
も誘致へ向けた活動が広がり始めている。水上機に
よる高速交通イノベーションを実現し、全国津々
浦々の地方創生が確実に進めばと願っている。
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来が頻繁である。このように船舶の往来の激しい湾
内で、水上機が5～10分程度の間隔で着水と離水を
繰り返している。水上機の離発着が定められたエリ
アは、Area Alfaと名付けられた旅客ターミナル沖
合に設けられたほぼ正方形（1辺 2km程）のエリ
アで、離着水の方向までは指定されていない。大型
の貨物船やクルーズ客船の動線とは、おおむね重な
らないが、その動線とは隣接している。プレジャー
ボートなどの小型船は、このエリアの西にマリーナ
があることから、そこそこの頻度でエリア内を航行
している。とはいえ、船舶や水上機は、多くても数
分程度の航行頻度であり、それらがお互いに空間と
時間を譲歩しながら航行しているため、交錯が問題
となることはほとんどない。
　バンクーバーのもう一つのSPBは、ダウンタウ
ンから南へ約15kmにあるバンクーバー国際空港に
隣接するフレーザー川にある。河口付近のため流れ
は緩慢であり、河幅は200ｍほどである。大型船舶
の航行はほとんどなく、小型船舶がたまに航行して
いる。水上機が10～20分置きに離着水を繰り返し
ている。
　ヴィクトリアのダウンタウンは、ヴィクトリアハー
バーを囲むように拡がっている。SPBは、そのダウ
ンタウンに立地している。ヴィクトリアは、狭あい
な入江を大型船舶からカヌーなどの小さなボートま
で、多様な使われ方をしている特殊な事例である。
過去に船舶と水上機の交錯危険性や、周辺住宅地で
騒音に対する懸念の声が上がったことから、港湾管
理者（国機関）が地域住民や船舶などの水域利用者
を巻き込んで検討を進め、水域利用区域の設定やト
ラフィックルールを定めたWater Airport Operations 
Manualを策定している（Fig.7）。水上機の離着水
は大型船の航路を共用し、その航路には小型船やカ

ヌーなどの進入を原則禁止している。また、市街地
に近いことから騒音に対する問題もあり、離水時の
エンジン音を避けるために、離水時は市街地に離れ
たランウェイをできるだけ使っている。このように
多様な水面利用者としっかりと調整しながら、水上
機が安全安心に離着水できる環境を整えている。
　5-2　モルディブ
　世界有数のリゾート国であるモルディブは、イン
ドとスリランカの南西のインド洋にある島嶼国であ
る。南北800kmの地域に26の環礁と約1,200の島々
があり、約200の島に人が住んでいる。人口はおよ
そ40万人（2014年）である。主産業は観光業であり、
年間120万人（2015年）が訪れている。
　島国であるが故に、モルディブの国内移動は船舶
および航空に限定される。ほぼ中心に位置するフル
レ島（首都マレ）には、ヴェラナ国際空港があり、ヨー
ロッパや中東、アジア各地から多くの航空会社が乗
り入れている。また、同空港はリゾートアイランド
への国内航空（水上機含む）の拠点となっており、
多数の便が運航されている。
　水上機の運航事業者は2社である＊１。1989年よ
りヘリコプター事業を、1993年より水上機事業を
開始した老舗の Trans Maldivian Airway（TMA）、
お よ び 国 営 企 業 と し て2000年 に 設 立 さ れ た
Maldivian (airline)が国際線・国内線旅客機に加え
て、水上機による運航サービスを行っている。機材
はすべてDHC-6 Twin Otter（18 seats）が使われ
ている。
　水上機ネットワークは、ヴェラナ国際空港を拠点
として、リゾートアイランド間を結んでいる（Fig. 8）。
リゾートアイランドは、島に1つのホテルが立地し
て、コテージなどの宿泊施設やレストラン、海洋ア
クティビティ施設などが整備されているケースがほ
とんどである（Fig.9）。国内には200余りのリゾー
トアイランドがあり、このうち72のリゾートアイ
ランドに水上機の運航サービスが提供されている。
平均的に一日300フライト程度が運航されている。
ほとんどが観光客であり、特にクリスマス・年末年
始・中国の旧正月はハイシーズンであり、多くの利
用がある。観光客に加え、地元の人の利用もある。
運航形態は定期便ではなく、主にリゾートアイラン
ドのホテルからの要請により、ホテル客の送迎を
行っている。いってみれば、予約制の乗合タクシー

のような運航形態である。そのため、さまざまなリ
ゾートアイランドを経由する、いわゆるアイランド
ホッパーの運航形態となる場合もある。
　水上機の離発着場は、主にラグーン内で行われて
いる。ヴェラナ国際空港もラグーンアイランドに整
備されており、水上機の離着水は、そのラグーンに
設けられた専用水域で行われている。水上のラン
ウェイはFig.10に示すように、約1,200m×60mと

約900m×60mの2本が配置されている。なお、専
用水域のため船舶の往来はない。一方、ほとんどの
リゾートアイランドもラグーン内で離着水してい
る。水上機の搭乗施設は桟橋ではなく、沖合に浮か
べられたプラットフォーム（FPF: Floating Platform）
が用いられるのが一般的である（Fig.11）。ビーチ
からFPFへは、船舶にて送迎を行う。FPFは風向
きに合わせて自由に方向が変えられるため、季節に
よって変化する風向に合わせたり、漂砂による浅場
を避けたりしながらラグーン内を移動させている。
時にはラグーン外に設置する場合もある。加えて、
陸地から離れることによって、ホテルへの騒音を軽
減できるとともに、ビーチ周辺のレジャーアクティ
ビティ（海水浴やボートなど）を阻害しないためで



　わが国の有人離島（417島１））のうち、空港が存
在するのは36島のみである。つまり、ほとんどの
離島の住民や来訪者は、高速交通手段を利用できな
いのが現状である。小笠原諸島や沖縄諸島などには、
本土や空港が存在する離島から遠く離れた有人離島
が数多く存在する。これらへのアクセスとして、水
上飛行機（以下、水上機）の活用を提案したい。
　水上機は、水面を滑走路として離着水する航空機
であり、空港がない離島などの地域に航空サービス
を提供できる。世界を見渡せば、カナダ西海岸やモ
ルディブなどで高頻度に水上機が飛び交っている。

日本でも、2016年に水上機による遊覧飛行および
チャーター運送事業が、尾道を拠点として始まって
いる（Fig.1）。

 
　2012年1月に日本大学理工学部の研究者を中心に
設立した「東日本復興水上空港ネットワーク構想研
究会」では、2012年より水上機の国内導入を提唱
してきた３）。きっかけは東日本大震災である。新幹
線や空港から離れた三陸地域など、東日本沿岸部の
復興支援に資するためであるが、東日本に限らず、
新幹線や空港などから離れた地方都市や農山漁村、
観光地は、全国各地にまだ多数存在する。つまり、
高速交通ネットワークの恩恵を受けられるのは限定
的な地域である。特に、離島は陸上交通に頼ること
もできず、多くの場合、アクセス交通は船舶のみで
ある。水上機は、離島の交通アクセス手段として大
いに期待できる。

　Fig.2は、研究会で検討してきた全国ネットワー
クの例である。ここに挙げた地域や路線に限らず、
離着水できる水面は全て対象と考えている。ネット
ワークといっても、定期便就航のイメージではなく、
チャーター等の不定期便をイメージしている。
　水上機は、水面から離発着できる飛行機で車輪の
代わりにフロートを脚につけたフロート機（Fig.1）
と、飛行機の艇体自体で水面に浮くタイプの飛行艇

（Fig.3）とがある。また、水面だけでなく、陸上で
も離発着できる水陸両用タイプもある。フロート水
上機には、プロペラ推進の小型機が用いられる。一
方、飛行艇は大型化が可能である。しかし、地方の
小都市や観光地、離島などの人口過疎地では、大量
輸送は不要である。そこで、フロート水上機（定員

19人以下）を活用することを前提と考えている。
巡航速度は200～300km/hであり、ほぼ新幹線と同
じである。つまり、小量高速交通を全国津々浦々に
提供することを提唱しているのである。
　研究会では、カナダやモルディブなど先進諸外国
における水上機の利活用動向や運航を取り巻く環境

（水面利用の法制度など）の調査、導入された場合
の利用者需要予測および事業化可能性の検討、水上
機の離着水支援システムの開発などを行ってきてい
る６）７）。
　さらには、東日本大震災の被災地である塩竈をは
じめ、いくつかの地域で普及啓発のためのシンポジ
ウムや水上機デモフライトなどを開催してきてい
る。これらの活動は、マスメディアにもたびたび取
り上げられてきた。また一連の活動は、「ジャパン・
レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2016」にお
いて最優秀賞（交通・運輸部門）を受賞するなど、
社会的な評価を得ることができた。

 
　水上機は、大規模な陸上空港を整備することなく、
全国津々浦々の地方都市や離島へ高速交通手段を提
供できる。その導入による効果はいろいろある。こ
こで導入効果を簡単に整理する８）。
1 ）交流活性化
　新幹線や陸上空港から離れた地方都市へ時間価値
の高いビジネスマンなどが出張しやすくなり、地方
在住者が大都市を訪問しやすくなる。交流活性化に
よる地域経済の維持活性化の効果が期待できる。特
に、水上機は都心近くの入江などで離発着できるた
め、陸上空港よりアクセス面で優れており、利便性
が高いのが一般的である。

2 ）観光振興
　急増しているインバウンドなどの観光客が地方の小
都市や漁村などを訪問しやすくなる。また、日本には
多島海やリアス式海岸があり、上空からの景色が非
常に美しい。クルーズ客船が急速に普及してきてい
るが、日本の素晴らしい沿岸を海から見て、さらに
空から見るというオプショナルツアーも魅力的であろ
う。水上機が水面から飛び立つのを眺めているのも
楽しい。このような新たな観光魅力を創出できる。
3 ）軽量貨物物流
　水上機は、沿岸や離島地域などの物流の速達性を
向上できる。フロート水上機では、小さく軽量な貨
物を旅客とともに運搬できるので、鮮魚などの特産
品の輸送に向いている。
4 ）緊急輸送
　医療品や希少な部品、医療関係者や復旧支援要員
などの緊急輸送にも効果を発揮できる。災害が多い
日本においては、災害時の物資輸送や救援者輸送に
も効果的であろう。ただし、津波や大水害が発生し
た場合、発災直後は水面に漂流物が多く、離着水は
困難である。水面の啓開が行われた後や、津波が発
生しない内陸型地震などでの利活用が想定できる。
　また、離島や半島などの訪問診療への活用は効果
的である。実際、瀬戸内海の離島をボートで訪問診
療している医師がおり、ボートより速達性に優れ、
さらには沖合の波が高いときでも移動できる水上機
の導入を望んでいる９）。
5 ）新規事業展開
　瀬戸内で50年ぶりに復活した水上機運送のよう
な事業が地域において起業されれば、地域経済が潤
う。運航だけでなく、航空機整備に係る雇用の増大
等の経済効果が大きい。 
6 ）パイロットの育成
　日本のみならず、世界中でパイロット不足が深刻
な問題である。水上機運航事業のような小さなエア
ラインや、個人所有の飛行機が盛んに飛べるような
環境をつくることで、パイロットの裾野を拡げるこ
とができる。若い人でパイロットになりたい人は多
いが、エアラインパイロットになるハードルは高い。
水上機のような小型機が普及すれば、パイロットの
裾野を広げ、エアラインパイロットの供給源を確保
することに役立つ。

　ライト兄弟が動力飛行に成功したのが1903年で

ある。その後、飛行機の開発は急速に進み、第一次
世界大戦前には航空輸送事業が行われるようになっ
ていた。大量輸送のために機材は大型化されたが、
当時のエンジンは非力であり、離陸に長大な滑走路
が必要であった。そのため、滑走路を長く確保でき
る水面を利用した飛行艇が、当時の旅客機・貨物機
の主流であった。飛行中にトラブルがあった場合で
も、水面に不時着できるメリットもあり、第一次世
界大戦の頃には，世界中で水上機が全盛を誇るよう
になっていた。
　わが国でも、1920年代初頭に民間航空輸送が開
始されたが、陸上滑走路はほとんど整備されてな
く、水面を利用できる水上機が主に使われていた。
日本航空輸送研究所（1922 - 1939）、大日本航空

（1938-1945）、戦後になっても日東航空（1952-1964）
など、いくつかの航空会社が水上機による旅客輸送
事業を行っていた12）（Fig.4）。ちなみに、1931年には、
かのリンドバーグが水上機で太平洋を横断し、根室
～霞ヶ浦～大阪～福岡に立ち寄っている14）。
　しかし、陸上空港の整備が進み、戦後になって
ジェット機など陸上機も台頭し、さらには水上機の
事故が相次いだことなどの理由により、日本の空か
ら水上機輸送事業は消えていった。
　現役の水上機は、国産のUS-2等が救難飛行艇と
して活躍している（Fig.3）。ニュースキャスターの
辛坊治郎氏がヨットで太平洋横断中に遭難し、その
際に救助したことがニュース等で報道されて話題と
なった。外洋の3mに及ぶ波高でも離着水できる非
常に性能の高い機材である。しかし、自衛隊専用機
であり、民間転用の改装費用がかさむとのことであ
る。また、プライベートのフロート水上機は、2007
年に個人によって日本へ持ち込まれた。その後、前

述の通り、2016年に尾道を拠点として、せとうち
SEAPLANES社が水上機を用いて遊覧飛行・チャー
ター運送を行うようになり、今夏には松江（中海）
を拠点として遊覧飛行を開始した。国内でも水上機
がわずかながら増えてきている。
　一方、海外に目を向けると、バンクーバーやシア
トルなどの北米西海岸では、水上機による運送事業
が非常に活発に行われている。シアトルで水上機運
送事業を行っているKenmore Airは、戦後すぐの
1946年に設立されている。バンクーバーのHarbour 
Airは、1982年に設立され、その後、2000年頃から
世界中で導入が進みはじめた。クロアチア、イギリ
ス、デンマークなどの西欧諸国でも水上機運送事業
が行われるようになり、さらにはインド、モルディ
ブ、スリランカ、タイ、ベトナム、インドネシア、
ニュージーランド、中国、日本等に広がっている。
北米大陸西海岸から西欧、そして、アジア・オセア
ニアへと世界中に急速に普及してきている。
 

　5-1　カナダ西海岸
　カナダ西部のブリティッシュコロンビア（BC）州
の州都ヴィクトリアは、バンクーバー島に位置する。
四国とほぼ同じ大きさであり、周辺には多数の島が
点在している。BC州最大の都市は、大陸本土に位
置するバンクーバーであるが、それら本土とは橋梁
は架設されておらず、主要な交通手段はフェリーで
ある。
　この地域では、世界最大の水上機による定期便
ネットワークが形成されている（Fig.5）。主たる運
航会社はHarbour Airであり、その他に遊覧飛行・
チャーター便を運航する会社もある。ネットワーク
の拠点は、バンクーバーである。ビクトリア便がメ
インルートであり、朝と夕は30分置き、日中は60
分置きと高頻度に運航されている。なお、水上機は
有視界飛行方式（VFR：Visual Flight Rules）が基
本であり、離着水エリアには照明設備がないため、
日の出から日没までがオペレーションタイムであ
る。フライト所要時間は約30分、料金は250カナダ
ドル程度である。一方、バスとフェリーでは約4時
間で約40Cドルである。従って，ビジネスマンや年
配の観光客がよく利用している。その他のルートは、
バンクーバー島のナナイモ、コモなどの他、山岳リ
ゾート地であるウィスラーなどを結んでいる。機材
は主にDHC-3 Otter（14 seats）が使われている。

Otterは1965年で製造が終了しているが、エンジン
を積み替えるなどの改良を繰り返して使用されてい
る。Otterはシングルエンジンであるため、パイロッ
トは1人で運航ができる。そのため、運航コストを
抑えられることから、現在でも多くの機材が使用さ
れている。
　バンクーバーには、2つの水上空港（Seaplane Base, 
以下SPB）がある。ダウンタウンにあるVancouver 
Harbour Flight Centre（VHFC）は、世界最大規模
を誇るSPBである（Fig.6）。VHFCは、バンクーバー

（コーラル）ハーバーに立地している。このハーバー
は奥深く切れ込んだ大きな入江であり、コンテナ港
湾や旅客船ターミナル、マリーナもあり、船舶の往

もある。

　航空法第79条には、「航空機は、陸上にあつては
空港等以外の場所において、水上にあつては国土交
通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸し
てはならない」と記されている。つまり、陸上とは
異なり、水上ならば空港等以外でも離着水できる。
とはいえ、1km程度の距離がある静穏な水域およ
び、その周辺の空域に障害物がないことが必要条件
である。入江や港湾、湖沼、河川などで、この条件
が整う水域は日本各地に無数に存在する。
　しかし、これらの水域は、船舶や漁業、レジャー
等で利活用されている。水上機は半世紀にわたり運
航が途絶えていたため、既存の水面利用者にしてみ
れば、高速の飛行機が同じ水面を利用することへの
不安がある。既存利用者との事前調整は不可欠であ
る。一方、海外では、船舶等の水面利用者と共同で
水面を利用している場合が多い。船舶や水上機のト
ラフィックはさほど多くないことから、時間を譲り
合いながらの運用は十分可能である。狭い水域にお
いて過密なトラフィックがある場合には、前述の
ヴィクトリア（カナダ）の事例が参考になる。船舶
と水上機の運用ルールを定めたトラフィックスキー
ムを定めるのも一案である。

　前述のとおり、2016年に尾道で水上機による遊
覧飛行等が開始され、今夏には松江でもサービスが
開始された。われわれの水上空港ネットワーク構想
研究会も普及へ向けて啓発活動を進め、霞ヶ浦など
での誘致活動を展開している。他にも、いくつかの
地域において、水上機の導入検討が進められている。
　岩手県宮古市は、5～6年前に独自に導入に向け
た調査を行っている。また、島根県浜田市では地元
経済界が日本海側を点々と結ぶような構想を持ち、
水上機の運航誘致のための協議会を設立した。我々
の研究会も、この活動に協力している。
　離島地域においても、いくつかの検討が進められ
てきた経緯がある。沖縄では波照間空港の活用を目
指して、プライベート水上機を使って試験飛行を実
施した。熊本県上天草市では、水上機の遊覧事業の
誘致が進められていた。遊覧飛行のデモフライトを
実施したが、諸事情により、事業化直前で検討が中
止されてしまった。

　いずれも、離着水の水面確保などには課題はない
ことが明らかとなったが、実際に水上機の運航を行
う事業者が不足していることが大きな課題であり、
全国各地への展開までは至っていない。航空事業の
新規参入は、極めてハードルが高いのが一般的であ
る。航空事業独特の安全管理、航空機の調達や運航
などに費用がかさむことなどが主な理由であり、小
都市や農山漁村の小規模需要（旅客および貨物を合
わせても）で採算を確保することはリスクが大きい。
特に離島では需要規模が小さく、また地元において
航空機整備や運航支援業務などを請け負う人材確保
などの課題もある。国では、2011年度より「地域
公共交通確保維持改善事業　～生活交通サバイバル
戦略～」を創設し、離島航路および航空路に対する
支援を実施している18）。それぞれの離島のニーズを
把握し，さらに積極的にニーズを掘り起こし、離島
航空路維持の補助メニュー等を活用しながら、地域
に根ざした航空事業を育てることが肝要であろう。
　このような課題があるものの、日本各地から水上
機を誘致したいとの声が上がり始めている。そこで、
筆者らが協力して、みなと総合研究財団において、
水上機事業を誘致するためのガイドブック10）を制
作し、今夏に発刊した。このガイドブックでは、水
上機の魅力を伝えるとともに、地域が誘致へ向けて
どのように環境を整えるか、どのように気運を高め
るかなどをまとめている。
 

　海に囲まれた島嶼国である日本でこそ、水上機の
活用が適している。特に、離島のアクセスとして有
用だと考えている。
　東日本大震災の復興をきっかけとしてスタートし
た水上空港ネットワーク構想であるが、瀬戸内で水
上機運送事業が半世紀ぶりに復活し、徐々に全国で
も誘致へ向けた活動が広がり始めている。水上機に
よる高速交通イノベーションを実現し、全国津々
浦々の地方創生が確実に進めばと願っている。
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来が頻繁である。このように船舶の往来の激しい湾
内で、水上機が5～10分程度の間隔で着水と離水を
繰り返している。水上機の離発着が定められたエリ
アは、Area Alfaと名付けられた旅客ターミナル沖
合に設けられたほぼ正方形（1辺 2km程）のエリ
アで、離着水の方向までは指定されていない。大型
の貨物船やクルーズ客船の動線とは、おおむね重な
らないが、その動線とは隣接している。プレジャー
ボートなどの小型船は、このエリアの西にマリーナ
があることから、そこそこの頻度でエリア内を航行
している。とはいえ、船舶や水上機は、多くても数
分程度の航行頻度であり、それらがお互いに空間と
時間を譲歩しながら航行しているため、交錯が問題
となることはほとんどない。
　バンクーバーのもう一つのSPBは、ダウンタウ
ンから南へ約15kmにあるバンクーバー国際空港に
隣接するフレーザー川にある。河口付近のため流れ
は緩慢であり、河幅は200ｍほどである。大型船舶
の航行はほとんどなく、小型船舶がたまに航行して
いる。水上機が10～20分置きに離着水を繰り返し
ている。
　ヴィクトリアのダウンタウンは、ヴィクトリアハー
バーを囲むように拡がっている。SPBは、そのダウ
ンタウンに立地している。ヴィクトリアは、狭あい
な入江を大型船舶からカヌーなどの小さなボートま
で、多様な使われ方をしている特殊な事例である。
過去に船舶と水上機の交錯危険性や、周辺住宅地で
騒音に対する懸念の声が上がったことから、港湾管
理者（国機関）が地域住民や船舶などの水域利用者
を巻き込んで検討を進め、水域利用区域の設定やト
ラフィックルールを定めたWater Airport Operations 
Manualを策定している（Fig.7）。水上機の離着水
は大型船の航路を共用し、その航路には小型船やカ

ヌーなどの進入を原則禁止している。また、市街地
に近いことから騒音に対する問題もあり、離水時の
エンジン音を避けるために、離水時は市街地に離れ
たランウェイをできるだけ使っている。このように
多様な水面利用者としっかりと調整しながら、水上
機が安全安心に離着水できる環境を整えている。
　5-2　モルディブ
　世界有数のリゾート国であるモルディブは、イン
ドとスリランカの南西のインド洋にある島嶼国であ
る。南北800kmの地域に26の環礁と約1,200の島々
があり、約200の島に人が住んでいる。人口はおよ
そ40万人（2014年）である。主産業は観光業であり、
年間120万人（2015年）が訪れている。
　島国であるが故に、モルディブの国内移動は船舶
および航空に限定される。ほぼ中心に位置するフル
レ島（首都マレ）には、ヴェラナ国際空港があり、ヨー
ロッパや中東、アジア各地から多くの航空会社が乗
り入れている。また、同空港はリゾートアイランド
への国内航空（水上機含む）の拠点となっており、
多数の便が運航されている。
　水上機の運航事業者は2社である＊１。1989年よ
りヘリコプター事業を、1993年より水上機事業を
開始した老舗の Trans Maldivian Airway（TMA）、
お よ び 国 営 企 業 と し て2000年 に 設 立 さ れ た
Maldivian (airline)が国際線・国内線旅客機に加え
て、水上機による運航サービスを行っている。機材
はすべてDHC-6 Twin Otter（18 seats）が使われ
ている。
　水上機ネットワークは、ヴェラナ国際空港を拠点
として、リゾートアイランド間を結んでいる（Fig. 8）。
リゾートアイランドは、島に1つのホテルが立地し
て、コテージなどの宿泊施設やレストラン、海洋ア
クティビティ施設などが整備されているケースがほ
とんどである（Fig.9）。国内には200余りのリゾー
トアイランドがあり、このうち72のリゾートアイ
ランドに水上機の運航サービスが提供されている。
平均的に一日300フライト程度が運航されている。
ほとんどが観光客であり、特にクリスマス・年末年
始・中国の旧正月はハイシーズンであり、多くの利
用がある。観光客に加え、地元の人の利用もある。
運航形態は定期便ではなく、主にリゾートアイラン
ドのホテルからの要請により、ホテル客の送迎を
行っている。いってみれば、予約制の乗合タクシー

のような運航形態である。そのため、さまざまなリ
ゾートアイランドを経由する、いわゆるアイランド
ホッパーの運航形態となる場合もある。
　水上機の離発着場は、主にラグーン内で行われて
いる。ヴェラナ国際空港もラグーンアイランドに整
備されており、水上機の離着水は、そのラグーンに
設けられた専用水域で行われている。水上のラン
ウェイはFig.10に示すように、約1,200m×60mと

約900m×60mの2本が配置されている。なお、専
用水域のため船舶の往来はない。一方、ほとんどの
リゾートアイランドもラグーン内で離着水してい
る。水上機の搭乗施設は桟橋ではなく、沖合に浮か
べられたプラットフォーム（FPF: Floating Platform）
が用いられるのが一般的である（Fig.11）。ビーチ
からFPFへは、船舶にて送迎を行う。FPFは風向
きに合わせて自由に方向が変えられるため、季節に
よって変化する風向に合わせたり、漂砂による浅場
を避けたりしながらラグーン内を移動させている。
時にはラグーン外に設置する場合もある。加えて、
陸地から離れることによって、ホテルへの騒音を軽
減できるとともに、ビーチ周辺のレジャーアクティ
ビティ（海水浴やボートなど）を阻害しないためで
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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

特集●離島の生活を豊かにする交通／報告

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

　2.　長崎 EV&ITS プロジェクト
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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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（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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9 ）  長崎県、 長崎EV&ITS 
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る電気自動車の普及とローカル観光に活用でき
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12 ） 国土交通省「全国のETC2.0路側機設置箇所」
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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。
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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.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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（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
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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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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



　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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　沖縄県は沖縄都市モノレールを除いて、鉄道と呼
べる公共交通はなく、島内の交通は自動車に頼って
いる。バスによる公共交通サービスもあるが、旅客
輸送の約9割が自家用車によるもので、公共交通の
分担率は3.2%と全国平均を大きく下回る１）。自動
車保有台数は、1987年から2015年の30年間で50万
台から111万台まで2倍以上に増えており２）、それ
に伴って深刻な交通渋滞が発生している。また、高
齢化率（65歳以上の割合）は日本の中で最も低い

県であるが、2015年の時点で19.6%であり、2040年
には30.3%に達すると予測されている３）。このまま
輸送を自家用車に頼れば、高齢者による事故の増加、
もしくは、多くの移動弱者が生じる可能性が高い。
沖縄は日本有数の観光地でもあり、国内の運転に慣
れない外国人観光客によるレンタカーの事故が増加
しているという報道もある４）。
　交通渋滞の解消、高齢者等の移動弱者および観光
客の移動手段の確保の観点から、公共交通の充実が
最も求められている地域の一つといってよい。ただ
し、自家用車による移動が主体となった社会におい
ては、普段の利用者は少ないため、支出の多くを占
めているバス運転手の人件費の確保が難しく、交通
事業者の経営は苦しい。さらには運転手不足も深刻
化しており、公共交通の維持すら難しい状況となっ
ている。

特集●離島の生活を豊かにする交通／報告

　1.　はじめに
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　都市モノレールを除いて、鉄道輸送のない沖縄県においては、バスが公共交通の主体
である。しかし、乗用車の利用も多く、バス事業者の経営は楽ではない。自動運転によ
るバス運行は、運営コストを下げることが可能であり、さらに安全性向上、高頻度化等
によるバス輸送サービスの質の向上が期待できる。そのような背景から、2017年に沖縄
本島および石垣島で自動運転バスの実証実験が行われた。本稿は、その中の沖縄本島で
行われた実験2件（南城市および宜野湾市・北中城村）と石垣島で行われた１件を紹介する。

　In Okinawa prefecture, bus services play a major role in public transportation, 
since there is no railway services except for urban monorail. However, management 
of the bus transportation service is not easy since many private cars are used for 
transportation. Automated driving of the buses could reduce cost of the operation 
and rise the quality of the bus services with improved safety and high-frequency 
operation. With this background, pilot tests of the automated driving bus were 
carried out in the main land of Okinawa and Ishigaki island in 2017. The article 
introduces two pilot tests done in the main land, at Nanjo-shi and in the area 
extending from Ginowan-shi to Kitanakagusuku-son, and one test done in Ishigaki 
island.
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実証実験を計画通り行うことができたことは、関連
官庁関係者、 SBドライブ株式会社および先進モビ
リティ株式会社の方々の努力の賜物と感じている。
ただし、安全が最優先される公共交通において、技
術的信頼性を高めるためには、実環境での試験はま
だまだ必要と思われる。特に、スイスのシオン市で
PostBus社が行っているような７）メンテナンスなど
も含めた実運用を意識した長期の実証実験が必要で
ある。今回の実証実験の成果が自動運転バスサービ
ス実現の礎となり、移動弱者の多い地域における安
全で快適なモビリティの実現につながることを祈念
している。なお、本稿をまとめるにあたり、SBド
ライブ株式会社の宮田証氏と先進モビリティ株式会
社の安藤孝幸氏のご協力を得た。感謝する。
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そのような背景から、沖縄はバスの自動運転が最も
必要とされている地域であるといえ、2017年にお
いては、複数のバスの自動運転プロジェクトが実施
された。その中で、内閣府戦略イノベーション創造
プログラムの下で行われた南城市および宜野湾市・
北中城村での実証実験と、内閣府沖縄振興局の助成
によって行われた石垣島での実証実験を紹介する。
なお、これらの実証実験は、SBドライブ株式会社
と先進モビリティ株式会社が実施した。SBドライ
ブは主にバスの運行システムの開発を、先進モビリ
ティは主に自動運転車両の開発を行っている。

　2-1　自動運転の概要
　自動運転バス実証実験では、SAEの自動車用運
転自動化システムのレベルにおいて５）６）、レベル4
を目指している。レベル4とは、領域が限定される
ものの、すべての動的運転タスクをシステムが行う
ものである。領域に制限なく動的運転タスクをシス
テムが行うレベル5と比べれば、機能は限定される
が、路線バスのように限られたルートを限られた時
間に走行する場合には適したレベルである。
　ただし、実証実験は、警察庁の定める自動走行シ
ステムに関する公道実証実験のためのガイドライン
に基づいて行われ、レベル4相当の機能を有してい
ても、運転席のドライバーが常に監視を行い、必要
な時に運転に介入できるようにしている。
　2-2　車両概要
　実証実験で用いられたバスは、日野自動車製のリ
エッセ（南城市・石垣島）およびポンチョ（宜野湾市・
北中城村）に、各種センサ、アンテナ、自動操舵装置、
自動アクセルおよび自動ブレーキを取り付ける等の
改造を行ったものである。なお、南城市および石垣
島の実証実験においては、自動ブレーキの改造が終
了していなかったため、ブレーキの操作はドライ
バーが行った（Fig.1、Fig.2）。
　2-3　自己位置推定
　バスはRTK（Real Time Kinematic）- GPSによ
り、自己位置推定を行っている。RTK-GPSは、
GPS衛星からの信号以外に、地上基地局の信号を
受信することにより、自動運転を行うのに十分と
考えられるcmレベルの精度の自己位置推定を可能
にする。
　2-4　障害物検知
　障害物検知用にライダ（レーザースキャナ）を6つ、

ミリ波レーダを1つ、カメラを1つ取り付けている。
ライダは前方に遠点用（50mまで）が1つ、近点用
が3つ、両側に1つずつ設置されている（Fig.3）。ミ
リ波レーダとカメラは前方に設置されている。カメ
ラの画像からNVIDIAのプロセッサと人工知能を用
いて、障害物の認識を行う。実証実験中は運転席に
いる運転士が監視を行い、危険な状況はオーバーラ
イド（人間による運転の介入）して回避することに
なっていたが、これらのライダ、レーダ、カメラに
よる障害物検知は、実証実験中は動作させるように
しており、信頼性の確認が行われた（Fig.4）。

　2-5　信号協調
　信号交差点を通過する際には、地上交通信号機の
灯火を認識する必要がある。カメラと画像処理技術
を用いて認識する方法もあるが、認識率はまだ
100%とは言い難く、特に100m前後の距離からの
認識となると信頼性は高いとはいえない。誤認識は
事故に直結する危険性もあることから、今回は画像
認識による方法は採用せず、あらかじめ、地上信号
機灯火のサイクルを自動車に保存し、GPS信号から
得られる時刻を参照しながら、信号灯火を判断する
ことにした。この方法は、押しボタン式や管制に接
続された信号機のように、あらかじめ決められたサ
イクルが変わる信号機には適用できないが、遠距離
から信号灯火の判断が可能であることと、交差点到
着時の信号灯火を予測することができることが利点
である。路線バスは走行するルートが決まっている
ため、信号サイクルの情報を集めやすい一方、車内
事故防止の観点から、急減速を避けなければならな
い。信号灯火を予測できる本手法は、本プロジェク
トに適したものであった。なお、信号サイクルは、
沖縄県警から提供いただいた。

　3-1　南城市での実証実験
　南城市での実証実験は、2017年3月20日から4月
2日の期間に、あざまサンサンビーチ周辺の往復
2kmほどの公道で行われた（Fig.5）。最初の公道実
証実験ということもあり、交通量が少ない公道で技
術的な検証を目的にした。操舵とアクセルが自動化
され、ブレーキは運転席に座っている運転手が操作
した。路上駐車車両を避ける自動操舵、およびバス
停縁石から4cm（誤差2cm以内）の位置に停止で
きるように自動操舵する正着制御のデモンストレー
ションが行われた。延べ約160名が試乗を行い、約
300kmの走行に成功した。
 　3-2　石垣島での実証実験
　石垣島での実証実験は、2017年6月25日から7月
8日の期間に、新石垣空港から石垣市離島ターミナ
ル間往復32kmの公道で行われた（Fig.6）。1日当

たり1万台程度の交通量がある実際のバスの運行路
線において、定時運行による試験走行が行われた。
地元住民、観光客から試乗を募っており、技術面だ
けでなく、社会受容性の検証も目的としている。ルー
ト中にある4カ所の交通信号交差点において、信号
協調制御の試験が行われた。機械式ブレーキは自動
化していないため、自動での減速はエンジンブレー
キによるものだけであった。信号現示と予測信号を
運転士に提示する形（Fig.7）で、機械式ブレーキ
の操舵を促し、停止する方式を採った。また、ルー
トの一部で、レーザーレーダによって縁石を認識し
て走行する手法の試験も行われ、RTK-GPS信号が
捕捉できなくても自動走行できる可能性を示した。
横方向制御の誤差は、直線部では標準偏差0.1mで
ある一方、交差点右左折時は操舵角の指示値が大き
くなるため、誤差は最大値0.3mに達し、正規分布
に従わなくなる。今後の改良が望まれる点である。
目標速度への追従については、オーバーシュート

（OS）およびアンダーシュート（US）の平均値が
1.8km/h、平均収束時間は9秒であった。今後はOS
とUSを減らしながら、収束時間を短くすることが
求められる。また、対向車がいる状況での路上駐車
車両回避、GPS受信感度低下時等においては、運転
士によるオーバーライドが発生しており、このよう
な状況に対応する機能が必要である。改良が必要な
点も出てきたが、事故もなく、約370名が試乗し、
通算1,650km程度の走行を行うことができ、実証実
験自体は成功した。
 　3-3　宜野湾市・北中城村での実証実験
　イオンモール沖縄ライカムと宜野湾マリーナ間往
復20kmの公道で、2017年12月4日から13日の期
間に行われた（Fig.8）。1日当たり約5万8千台の交
通量がある幹線道路を、最高速度40km/hで走行し

た。大きな需要のある実際のバス路線を意識した設
定であり、前2回の実証実験よりも、一段階進んだ
技術検証を行うことを目的としている。実験期間中
の総走行距離は約440kmであり、約140名が試乗し
た。機械式ブレーキも自動化されたバス（Fig.2）
が用いられ、停止まで自動で行うことができるよう
になった。RTK-GPS信号を受信できなかった時に
備え、磁気マーカーを用いた自動操舵技術の試験が
行われた。道路に磁気マーカー（永久磁石）を埋め
込み、その磁気を車両に搭載した磁気センサが読み
取り、自己位置を推定するものである。RTK-GPS
における地上局の役割を磁気マーカーが担う。磁気
マーカーは50cm間隔で道路に設置され（Fig.9）、
正着制御を行うデモンストレーションに用いられた

（Fig.10）。また、準天頂衛星みちびきからの信号を
受信する試験も行われた。これにより、自己位置推
定の精度が向上することが期待される。
 

　2017年に沖縄本島および石垣島で行われた3回の
実証実験の様子を紹介した。その間に事故もなく、



　沖縄県は沖縄都市モノレールを除いて、鉄道と呼
べる公共交通はなく、島内の交通は自動車に頼って
いる。バスによる公共交通サービスもあるが、旅客
輸送の約9割が自家用車によるもので、公共交通の
分担率は3.2%と全国平均を大きく下回る１）。自動
車保有台数は、1987年から2015年の30年間で50万
台から111万台まで2倍以上に増えており２）、それ
に伴って深刻な交通渋滞が発生している。また、高
齢化率（65歳以上の割合）は日本の中で最も低い

県であるが、2015年の時点で19.6%であり、2040年
には30.3%に達すると予測されている３）。このまま
輸送を自家用車に頼れば、高齢者による事故の増加、
もしくは、多くの移動弱者が生じる可能性が高い。
沖縄は日本有数の観光地でもあり、国内の運転に慣
れない外国人観光客によるレンタカーの事故が増加
しているという報道もある４）。
　交通渋滞の解消、高齢者等の移動弱者および観光
客の移動手段の確保の観点から、公共交通の充実が
最も求められている地域の一つといってよい。ただ
し、自家用車による移動が主体となった社会におい
ては、普段の利用者は少ないため、支出の多くを占
めているバス運転手の人件費の確保が難しく、交通
事業者の経営は苦しい。さらには運転手不足も深刻
化しており、公共交通の維持すら難しい状況となっ
ている。
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沖縄本島・石垣島での自動運転バス実証実験

実証実験を計画通り行うことができたことは、関連
官庁関係者、 SBドライブ株式会社および先進モビ
リティ株式会社の方々の努力の賜物と感じている。
ただし、安全が最優先される公共交通において、技
術的信頼性を高めるためには、実環境での試験はま
だまだ必要と思われる。特に、スイスのシオン市で
PostBus社が行っているような７）メンテナンスなど
も含めた実運用を意識した長期の実証実験が必要で
ある。今回の実証実験の成果が自動運転バスサービ
ス実現の礎となり、移動弱者の多い地域における安
全で快適なモビリティの実現につながることを祈念
している。なお、本稿をまとめるにあたり、SBド
ライブ株式会社の宮田証氏と先進モビリティ株式会
社の安藤孝幸氏のご協力を得た。感謝する。
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そのような背景から、沖縄はバスの自動運転が最も
必要とされている地域であるといえ、2017年にお
いては、複数のバスの自動運転プロジェクトが実施
された。その中で、内閣府戦略イノベーション創造
プログラムの下で行われた南城市および宜野湾市・
北中城村での実証実験と、内閣府沖縄振興局の助成
によって行われた石垣島での実証実験を紹介する。
なお、これらの実証実験は、SBドライブ株式会社
と先進モビリティ株式会社が実施した。SBドライ
ブは主にバスの運行システムの開発を、先進モビリ
ティは主に自動運転車両の開発を行っている。

　2-1　自動運転の概要
　自動運転バス実証実験では、SAEの自動車用運
転自動化システムのレベルにおいて５）６）、レベル4
を目指している。レベル4とは、領域が限定される
ものの、すべての動的運転タスクをシステムが行う
ものである。領域に制限なく動的運転タスクをシス
テムが行うレベル5と比べれば、機能は限定される
が、路線バスのように限られたルートを限られた時
間に走行する場合には適したレベルである。
　ただし、実証実験は、警察庁の定める自動走行シ
ステムに関する公道実証実験のためのガイドライン
に基づいて行われ、レベル4相当の機能を有してい
ても、運転席のドライバーが常に監視を行い、必要
な時に運転に介入できるようにしている。
　2-2　車両概要
　実証実験で用いられたバスは、日野自動車製のリ
エッセ（南城市・石垣島）およびポンチョ（宜野湾市・
北中城村）に、各種センサ、アンテナ、自動操舵装置、
自動アクセルおよび自動ブレーキを取り付ける等の
改造を行ったものである。なお、南城市および石垣
島の実証実験においては、自動ブレーキの改造が終
了していなかったため、ブレーキの操作はドライ
バーが行った（Fig.1、Fig.2）。
　2-3　自己位置推定
　バスはRTK（Real Time Kinematic）- GPSによ
り、自己位置推定を行っている。RTK-GPSは、
GPS衛星からの信号以外に、地上基地局の信号を
受信することにより、自動運転を行うのに十分と
考えられるcmレベルの精度の自己位置推定を可能
にする。
　2-4　障害物検知
　障害物検知用にライダ（レーザースキャナ）を6つ、

ミリ波レーダを1つ、カメラを1つ取り付けている。
ライダは前方に遠点用（50mまで）が1つ、近点用
が3つ、両側に1つずつ設置されている（Fig.3）。ミ
リ波レーダとカメラは前方に設置されている。カメ
ラの画像からNVIDIAのプロセッサと人工知能を用
いて、障害物の認識を行う。実証実験中は運転席に
いる運転士が監視を行い、危険な状況はオーバーラ
イド（人間による運転の介入）して回避することに
なっていたが、これらのライダ、レーダ、カメラに
よる障害物検知は、実証実験中は動作させるように
しており、信頼性の確認が行われた（Fig.4）。

　2.　自動運転の方法

Fig.1　南城市・石垣島の実証実験で用いられた自動運転バス

Fig.2　宜野湾市・北中城村の実証実験で用いられた自動運転バス
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着時の信号灯火を予測することができることが利点
である。路線バスは走行するルートが決まっている
ため、信号サイクルの情報を集めやすい一方、車内
事故防止の観点から、急減速を避けなければならな
い。信号灯火を予測できる本手法は、本プロジェク
トに適したものであった。なお、信号サイクルは、
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　3-1　南城市での実証実験
　南城市での実証実験は、2017年3月20日から4月
2日の期間に、あざまサンサンビーチ周辺の往復
2kmほどの公道で行われた（Fig.5）。最初の公道実
証実験ということもあり、交通量が少ない公道で技
術的な検証を目的にした。操舵とアクセルが自動化
され、ブレーキは運転席に座っている運転手が操作
した。路上駐車車両を避ける自動操舵、およびバス
停縁石から4cm（誤差2cm以内）の位置に停止で
きるように自動操舵する正着制御のデモンストレー
ションが行われた。延べ約160名が試乗を行い、約
300kmの走行に成功した。
 　3-2　石垣島での実証実験
　石垣島での実証実験は、2017年6月25日から7月
8日の期間に、新石垣空港から石垣市離島ターミナ
ル間往復32kmの公道で行われた（Fig.6）。1日当

たり1万台程度の交通量がある実際のバスの運行路
線において、定時運行による試験走行が行われた。
地元住民、観光客から試乗を募っており、技術面だ
けでなく、社会受容性の検証も目的としている。ルー
ト中にある4カ所の交通信号交差点において、信号
協調制御の試験が行われた。機械式ブレーキは自動
化していないため、自動での減速はエンジンブレー
キによるものだけであった。信号現示と予測信号を
運転士に提示する形（Fig.7）で、機械式ブレーキ
の操舵を促し、停止する方式を採った。また、ルー
トの一部で、レーザーレーダによって縁石を認識し
て走行する手法の試験も行われ、RTK-GPS信号が
捕捉できなくても自動走行できる可能性を示した。
横方向制御の誤差は、直線部では標準偏差0.1mで
ある一方、交差点右左折時は操舵角の指示値が大き
くなるため、誤差は最大値0.3mに達し、正規分布
に従わなくなる。今後の改良が望まれる点である。
目標速度への追従については、オーバーシュート
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1.8km/h、平均収束時間は9秒であった。今後はOS
とUSを減らしながら、収束時間を短くすることが
求められる。また、対向車がいる状況での路上駐車
車両回避、GPS受信感度低下時等においては、運転
士によるオーバーライドが発生しており、このよう
な状況に対応する機能が必要である。改良が必要な
点も出てきたが、事故もなく、約370名が試乗し、
通算1,650km程度の走行を行うことができ、実証実
験自体は成功した。
 　3-3　宜野湾市・北中城村での実証実験
　イオンモール沖縄ライカムと宜野湾マリーナ間往
復20kmの公道で、2017年12月4日から13日の期
間に行われた（Fig.8）。1日当たり約5万8千台の交
通量がある幹線道路を、最高速度40km/hで走行し

た。大きな需要のある実際のバス路線を意識した設
定であり、前2回の実証実験よりも、一段階進んだ
技術検証を行うことを目的としている。実験期間中
の総走行距離は約440kmであり、約140名が試乗し
た。機械式ブレーキも自動化されたバス（Fig.2）
が用いられ、停止まで自動で行うことができるよう
になった。RTK-GPS信号を受信できなかった時に
備え、磁気マーカーを用いた自動操舵技術の試験が
行われた。道路に磁気マーカー（永久磁石）を埋め
込み、その磁気を車両に搭載した磁気センサが読み
取り、自己位置を推定するものである。RTK-GPS
における地上局の役割を磁気マーカーが担う。磁気
マーカーは50cm間隔で道路に設置され（Fig.9）、
正着制御を行うデモンストレーションに用いられた

（Fig.10）。また、準天頂衛星みちびきからの信号を
受信する試験も行われた。これにより、自己位置推
定の精度が向上することが期待される。
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輸送を自家用車に頼れば、高齢者による事故の増加、
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沖縄は日本有数の観光地でもあり、国内の運転に慣
れない外国人観光客によるレンタカーの事故が増加
しているという報道もある４）。
　交通渋滞の解消、高齢者等の移動弱者および観光
客の移動手段の確保の観点から、公共交通の充実が
最も求められている地域の一つといってよい。ただ
し、自家用車による移動が主体となった社会におい
ては、普段の利用者は少ないため、支出の多くを占
めているバス運転手の人件費の確保が難しく、交通
事業者の経営は苦しい。さらには運転手不足も深刻
化しており、公共交通の維持すら難しい状況となっ
ている。
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実証実験を計画通り行うことができたことは、関連
官庁関係者、 SBドライブ株式会社および先進モビ
リティ株式会社の方々の努力の賜物と感じている。
ただし、安全が最優先される公共交通において、技
術的信頼性を高めるためには、実環境での試験はま
だまだ必要と思われる。特に、スイスのシオン市で
PostBus社が行っているような７）メンテナンスなど
も含めた実運用を意識した長期の実証実験が必要で
ある。今回の実証実験の成果が自動運転バスサービ
ス実現の礎となり、移動弱者の多い地域における安
全で快適なモビリティの実現につながることを祈念
している。なお、本稿をまとめるにあたり、SBド
ライブ株式会社の宮田証氏と先進モビリティ株式会
社の安藤孝幸氏のご協力を得た。感謝する。
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そのような背景から、沖縄はバスの自動運転が最も
必要とされている地域であるといえ、2017年にお
いては、複数のバスの自動運転プロジェクトが実施
された。その中で、内閣府戦略イノベーション創造
プログラムの下で行われた南城市および宜野湾市・
北中城村での実証実験と、内閣府沖縄振興局の助成
によって行われた石垣島での実証実験を紹介する。
なお、これらの実証実験は、SBドライブ株式会社
と先進モビリティ株式会社が実施した。SBドライ
ブは主にバスの運行システムの開発を、先進モビリ
ティは主に自動運転車両の開発を行っている。

　2-1　自動運転の概要
　自動運転バス実証実験では、SAEの自動車用運
転自動化システムのレベルにおいて５）６）、レベル4
を目指している。レベル4とは、領域が限定される
ものの、すべての動的運転タスクをシステムが行う
ものである。領域に制限なく動的運転タスクをシス
テムが行うレベル5と比べれば、機能は限定される
が、路線バスのように限られたルートを限られた時
間に走行する場合には適したレベルである。
　ただし、実証実験は、警察庁の定める自動走行シ
ステムに関する公道実証実験のためのガイドライン
に基づいて行われ、レベル4相当の機能を有してい
ても、運転席のドライバーが常に監視を行い、必要
な時に運転に介入できるようにしている。
　2-2　車両概要
　実証実験で用いられたバスは、日野自動車製のリ
エッセ（南城市・石垣島）およびポンチョ（宜野湾市・
北中城村）に、各種センサ、アンテナ、自動操舵装置、
自動アクセルおよび自動ブレーキを取り付ける等の
改造を行ったものである。なお、南城市および石垣
島の実証実験においては、自動ブレーキの改造が終
了していなかったため、ブレーキの操作はドライ
バーが行った（Fig.1、Fig.2）。
　2-3　自己位置推定
　バスはRTK（Real Time Kinematic）- GPSによ
り、自己位置推定を行っている。RTK-GPSは、
GPS衛星からの信号以外に、地上基地局の信号を
受信することにより、自動運転を行うのに十分と
考えられるcmレベルの精度の自己位置推定を可能
にする。
　2-4　障害物検知
　障害物検知用にライダ（レーザースキャナ）を6つ、

ミリ波レーダを1つ、カメラを1つ取り付けている。
ライダは前方に遠点用（50mまで）が1つ、近点用
が3つ、両側に1つずつ設置されている（Fig.3）。ミ
リ波レーダとカメラは前方に設置されている。カメ
ラの画像からNVIDIAのプロセッサと人工知能を用
いて、障害物の認識を行う。実証実験中は運転席に
いる運転士が監視を行い、危険な状況はオーバーラ
イド（人間による運転の介入）して回避することに
なっていたが、これらのライダ、レーダ、カメラに
よる障害物検知は、実証実験中は動作させるように
しており、信頼性の確認が行われた（Fig.4）。

　3.　実証実験概要

　2-5　信号協調
　信号交差点を通過する際には、地上交通信号機の
灯火を認識する必要がある。カメラと画像処理技術
を用いて認識する方法もあるが、認識率はまだ
100%とは言い難く、特に100m前後の距離からの
認識となると信頼性は高いとはいえない。誤認識は
事故に直結する危険性もあることから、今回は画像
認識による方法は採用せず、あらかじめ、地上信号
機灯火のサイクルを自動車に保存し、GPS信号から
得られる時刻を参照しながら、信号灯火を判断する
ことにした。この方法は、押しボタン式や管制に接
続された信号機のように、あらかじめ決められたサ
イクルが変わる信号機には適用できないが、遠距離
から信号灯火の判断が可能であることと、交差点到
着時の信号灯火を予測することができることが利点
である。路線バスは走行するルートが決まっている
ため、信号サイクルの情報を集めやすい一方、車内
事故防止の観点から、急減速を避けなければならな
い。信号灯火を予測できる本手法は、本プロジェク
トに適したものであった。なお、信号サイクルは、
沖縄県警から提供いただいた。

　3-1　南城市での実証実験
　南城市での実証実験は、2017年3月20日から4月
2日の期間に、あざまサンサンビーチ周辺の往復
2kmほどの公道で行われた（Fig.5）。最初の公道実
証実験ということもあり、交通量が少ない公道で技
術的な検証を目的にした。操舵とアクセルが自動化
され、ブレーキは運転席に座っている運転手が操作
した。路上駐車車両を避ける自動操舵、およびバス
停縁石から4cm（誤差2cm以内）の位置に停止で
きるように自動操舵する正着制御のデモンストレー
ションが行われた。延べ約160名が試乗を行い、約
300kmの走行に成功した。
 　3-2　石垣島での実証実験
　石垣島での実証実験は、2017年6月25日から7月
8日の期間に、新石垣空港から石垣市離島ターミナ
ル間往復32kmの公道で行われた（Fig.6）。1日当

Fig.5　南城市での実証実験ルート

Fig.6　石垣島での実証実験ルート

たり1万台程度の交通量がある実際のバスの運行路
線において、定時運行による試験走行が行われた。
地元住民、観光客から試乗を募っており、技術面だ
けでなく、社会受容性の検証も目的としている。ルー
ト中にある4カ所の交通信号交差点において、信号
協調制御の試験が行われた。機械式ブレーキは自動
化していないため、自動での減速はエンジンブレー
キによるものだけであった。信号現示と予測信号を
運転士に提示する形（Fig.7）で、機械式ブレーキ
の操舵を促し、停止する方式を採った。また、ルー
トの一部で、レーザーレーダによって縁石を認識し
て走行する手法の試験も行われ、RTK-GPS信号が
捕捉できなくても自動走行できる可能性を示した。
横方向制御の誤差は、直線部では標準偏差0.1mで
ある一方、交差点右左折時は操舵角の指示値が大き
くなるため、誤差は最大値0.3mに達し、正規分布
に従わなくなる。今後の改良が望まれる点である。
目標速度への追従については、オーバーシュート

（OS）およびアンダーシュート（US）の平均値が
1.8km/h、平均収束時間は9秒であった。今後はOS
とUSを減らしながら、収束時間を短くすることが
求められる。また、対向車がいる状況での路上駐車
車両回避、GPS受信感度低下時等においては、運転
士によるオーバーライドが発生しており、このよう
な状況に対応する機能が必要である。改良が必要な
点も出てきたが、事故もなく、約370名が試乗し、
通算1,650km程度の走行を行うことができ、実証実
験自体は成功した。
 　3-3　宜野湾市・北中城村での実証実験
　イオンモール沖縄ライカムと宜野湾マリーナ間往
復20kmの公道で、2017年12月4日から13日の期
間に行われた（Fig.8）。1日当たり約5万8千台の交
通量がある幹線道路を、最高速度40km/hで走行し

た。大きな需要のある実際のバス路線を意識した設
定であり、前2回の実証実験よりも、一段階進んだ
技術検証を行うことを目的としている。実験期間中
の総走行距離は約440kmであり、約140名が試乗し
た。機械式ブレーキも自動化されたバス（Fig.2）
が用いられ、停止まで自動で行うことができるよう
になった。RTK-GPS信号を受信できなかった時に
備え、磁気マーカーを用いた自動操舵技術の試験が
行われた。道路に磁気マーカー（永久磁石）を埋め
込み、その磁気を車両に搭載した磁気センサが読み
取り、自己位置を推定するものである。RTK-GPS
における地上局の役割を磁気マーカーが担う。磁気
マーカーは50cm間隔で道路に設置され（Fig.9）、
正着制御を行うデモンストレーションに用いられた

（Fig.10）。また、準天頂衛星みちびきからの信号を
受信する試験も行われた。これにより、自己位置推
定の精度が向上することが期待される。
 

　2017年に沖縄本島および石垣島で行われた3回の
実証実験の様子を紹介した。その間に事故もなく、

Fig.4　ライダ（上）とカメラ（下）による障害物検知の結果

レーザーレーダによる
縁石認識走行



　沖縄県は沖縄都市モノレールを除いて、鉄道と呼
べる公共交通はなく、島内の交通は自動車に頼って
いる。バスによる公共交通サービスもあるが、旅客
輸送の約9割が自家用車によるもので、公共交通の
分担率は3.2%と全国平均を大きく下回る１）。自動
車保有台数は、1987年から2015年の30年間で50万
台から111万台まで2倍以上に増えており２）、それ
に伴って深刻な交通渋滞が発生している。また、高
齢化率（65歳以上の割合）は日本の中で最も低い

県であるが、2015年の時点で19.6%であり、2040年
には30.3%に達すると予測されている３）。このまま
輸送を自家用車に頼れば、高齢者による事故の増加、
もしくは、多くの移動弱者が生じる可能性が高い。
沖縄は日本有数の観光地でもあり、国内の運転に慣
れない外国人観光客によるレンタカーの事故が増加
しているという報道もある４）。
　交通渋滞の解消、高齢者等の移動弱者および観光
客の移動手段の確保の観点から、公共交通の充実が
最も求められている地域の一つといってよい。ただ
し、自家用車による移動が主体となった社会におい
ては、普段の利用者は少ないため、支出の多くを占
めているバス運転手の人件費の確保が難しく、交通
事業者の経営は苦しい。さらには運転手不足も深刻
化しており、公共交通の維持すら難しい状況となっ
ている。
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実証実験を計画通り行うことができたことは、関連
官庁関係者、 SBドライブ株式会社および先進モビ
リティ株式会社の方々の努力の賜物と感じている。
ただし、安全が最優先される公共交通において、技
術的信頼性を高めるためには、実環境での試験はま
だまだ必要と思われる。特に、スイスのシオン市で
PostBus社が行っているような７）メンテナンスなど
も含めた実運用を意識した長期の実証実験が必要で
ある。今回の実証実験の成果が自動運転バスサービ
ス実現の礎となり、移動弱者の多い地域における安
全で快適なモビリティの実現につながることを祈念
している。なお、本稿をまとめるにあたり、SBド
ライブ株式会社の宮田証氏と先進モビリティ株式会
社の安藤孝幸氏のご協力を得た。感謝する。
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そのような背景から、沖縄はバスの自動運転が最も
必要とされている地域であるといえ、2017年にお
いては、複数のバスの自動運転プロジェクトが実施
された。その中で、内閣府戦略イノベーション創造
プログラムの下で行われた南城市および宜野湾市・
北中城村での実証実験と、内閣府沖縄振興局の助成
によって行われた石垣島での実証実験を紹介する。
なお、これらの実証実験は、SBドライブ株式会社
と先進モビリティ株式会社が実施した。SBドライ
ブは主にバスの運行システムの開発を、先進モビリ
ティは主に自動運転車両の開発を行っている。

　2-1　自動運転の概要
　自動運転バス実証実験では、SAEの自動車用運
転自動化システムのレベルにおいて５）６）、レベル4
を目指している。レベル4とは、領域が限定される
ものの、すべての動的運転タスクをシステムが行う
ものである。領域に制限なく動的運転タスクをシス
テムが行うレベル5と比べれば、機能は限定される
が、路線バスのように限られたルートを限られた時
間に走行する場合には適したレベルである。
　ただし、実証実験は、警察庁の定める自動走行シ
ステムに関する公道実証実験のためのガイドライン
に基づいて行われ、レベル4相当の機能を有してい
ても、運転席のドライバーが常に監視を行い、必要
な時に運転に介入できるようにしている。
　2-2　車両概要
　実証実験で用いられたバスは、日野自動車製のリ
エッセ（南城市・石垣島）およびポンチョ（宜野湾市・
北中城村）に、各種センサ、アンテナ、自動操舵装置、
自動アクセルおよび自動ブレーキを取り付ける等の
改造を行ったものである。なお、南城市および石垣
島の実証実験においては、自動ブレーキの改造が終
了していなかったため、ブレーキの操作はドライ
バーが行った（Fig.1、Fig.2）。
　2-3　自己位置推定
　バスはRTK（Real Time Kinematic）- GPSによ
り、自己位置推定を行っている。RTK-GPSは、
GPS衛星からの信号以外に、地上基地局の信号を
受信することにより、自動運転を行うのに十分と
考えられるcmレベルの精度の自己位置推定を可能
にする。
　2-4　障害物検知
　障害物検知用にライダ（レーザースキャナ）を6つ、

ミリ波レーダを1つ、カメラを1つ取り付けている。
ライダは前方に遠点用（50mまで）が1つ、近点用
が3つ、両側に1つずつ設置されている（Fig.3）。ミ
リ波レーダとカメラは前方に設置されている。カメ
ラの画像からNVIDIAのプロセッサと人工知能を用
いて、障害物の認識を行う。実証実験中は運転席に
いる運転士が監視を行い、危険な状況はオーバーラ
イド（人間による運転の介入）して回避することに
なっていたが、これらのライダ、レーダ、カメラに
よる障害物検知は、実証実験中は動作させるように
しており、信頼性の確認が行われた（Fig.4）。

　2-5　信号協調
　信号交差点を通過する際には、地上交通信号機の
灯火を認識する必要がある。カメラと画像処理技術
を用いて認識する方法もあるが、認識率はまだ
100%とは言い難く、特に100m前後の距離からの
認識となると信頼性は高いとはいえない。誤認識は
事故に直結する危険性もあることから、今回は画像
認識による方法は採用せず、あらかじめ、地上信号
機灯火のサイクルを自動車に保存し、GPS信号から
得られる時刻を参照しながら、信号灯火を判断する
ことにした。この方法は、押しボタン式や管制に接
続された信号機のように、あらかじめ決められたサ
イクルが変わる信号機には適用できないが、遠距離
から信号灯火の判断が可能であることと、交差点到
着時の信号灯火を予測することができることが利点
である。路線バスは走行するルートが決まっている
ため、信号サイクルの情報を集めやすい一方、車内
事故防止の観点から、急減速を避けなければならな
い。信号灯火を予測できる本手法は、本プロジェク
トに適したものであった。なお、信号サイクルは、
沖縄県警から提供いただいた。

　3-1　南城市での実証実験
　南城市での実証実験は、2017年3月20日から4月
2日の期間に、あざまサンサンビーチ周辺の往復
2kmほどの公道で行われた（Fig.5）。最初の公道実
証実験ということもあり、交通量が少ない公道で技
術的な検証を目的にした。操舵とアクセルが自動化
され、ブレーキは運転席に座っている運転手が操作
した。路上駐車車両を避ける自動操舵、およびバス
停縁石から4cm（誤差2cm以内）の位置に停止で
きるように自動操舵する正着制御のデモンストレー
ションが行われた。延べ約160名が試乗を行い、約
300kmの走行に成功した。
 　3-2　石垣島での実証実験
　石垣島での実証実験は、2017年6月25日から7月
8日の期間に、新石垣空港から石垣市離島ターミナ
ル間往復32kmの公道で行われた（Fig.6）。1日当

たり1万台程度の交通量がある実際のバスの運行路
線において、定時運行による試験走行が行われた。
地元住民、観光客から試乗を募っており、技術面だ
けでなく、社会受容性の検証も目的としている。ルー
ト中にある4カ所の交通信号交差点において、信号
協調制御の試験が行われた。機械式ブレーキは自動
化していないため、自動での減速はエンジンブレー
キによるものだけであった。信号現示と予測信号を
運転士に提示する形（Fig.7）で、機械式ブレーキ
の操舵を促し、停止する方式を採った。また、ルー
トの一部で、レーザーレーダによって縁石を認識し
て走行する手法の試験も行われ、RTK-GPS信号が
捕捉できなくても自動走行できる可能性を示した。
横方向制御の誤差は、直線部では標準偏差0.1mで
ある一方、交差点右左折時は操舵角の指示値が大き
くなるため、誤差は最大値0.3mに達し、正規分布
に従わなくなる。今後の改良が望まれる点である。
目標速度への追従については、オーバーシュート

（OS）およびアンダーシュート（US）の平均値が
1.8km/h、平均収束時間は9秒であった。今後はOS
とUSを減らしながら、収束時間を短くすることが
求められる。また、対向車がいる状況での路上駐車
車両回避、GPS受信感度低下時等においては、運転
士によるオーバーライドが発生しており、このよう
な状況に対応する機能が必要である。改良が必要な
点も出てきたが、事故もなく、約370名が試乗し、
通算1,650km程度の走行を行うことができ、実証実
験自体は成功した。
 　3-3　宜野湾市・北中城村での実証実験
　イオンモール沖縄ライカムと宜野湾マリーナ間往
復20kmの公道で、2017年12月4日から13日の期
間に行われた（Fig.8）。1日当たり約5万8千台の交
通量がある幹線道路を、最高速度40km/hで走行し

た。大きな需要のある実際のバス路線を意識した設
定であり、前2回の実証実験よりも、一段階進んだ
技術検証を行うことを目的としている。実験期間中
の総走行距離は約440kmであり、約140名が試乗し
た。機械式ブレーキも自動化されたバス（Fig.2）
が用いられ、停止まで自動で行うことができるよう
になった。RTK-GPS信号を受信できなかった時に
備え、磁気マーカーを用いた自動操舵技術の試験が
行われた。道路に磁気マーカー（永久磁石）を埋め
込み、その磁気を車両に搭載した磁気センサが読み
取り、自己位置を推定するものである。RTK-GPS
における地上局の役割を磁気マーカーが担う。磁気
マーカーは50cm間隔で道路に設置され（Fig.9）、
正着制御を行うデモンストレーションに用いられた

（Fig.10）。また、準天頂衛星みちびきからの信号を
受信する試験も行われた。これにより、自己位置推
定の精度が向上することが期待される。
 

　2017年に沖縄本島および石垣島で行われた3回の
実証実験の様子を紹介した。その間に事故もなく、

Fig.8　宜野湾市・北中城村での実証実験ルート

Fig.7　信号協調制御

Fig.9　道路に設置された磁気マーカー：
　　　 黒いテープによって道路に固定されている

　4.　おわりに



　沖縄県は沖縄都市モノレールを除いて、鉄道と呼
べる公共交通はなく、島内の交通は自動車に頼って
いる。バスによる公共交通サービスもあるが、旅客
輸送の約9割が自家用車によるもので、公共交通の
分担率は3.2%と全国平均を大きく下回る１）。自動
車保有台数は、1987年から2015年の30年間で50万
台から111万台まで2倍以上に増えており２）、それ
に伴って深刻な交通渋滞が発生している。また、高
齢化率（65歳以上の割合）は日本の中で最も低い

県であるが、2015年の時点で19.6%であり、2040年
には30.3%に達すると予測されている３）。このまま
輸送を自家用車に頼れば、高齢者による事故の増加、
もしくは、多くの移動弱者が生じる可能性が高い。
沖縄は日本有数の観光地でもあり、国内の運転に慣
れない外国人観光客によるレンタカーの事故が増加
しているという報道もある４）。
　交通渋滞の解消、高齢者等の移動弱者および観光
客の移動手段の確保の観点から、公共交通の充実が
最も求められている地域の一つといってよい。ただ
し、自家用車による移動が主体となった社会におい
ては、普段の利用者は少ないため、支出の多くを占
めているバス運転手の人件費の確保が難しく、交通
事業者の経営は苦しい。さらには運転手不足も深刻
化しており、公共交通の維持すら難しい状況となっ
ている。
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実証実験を計画通り行うことができたことは、関連
官庁関係者、 SBドライブ株式会社および先進モビ
リティ株式会社の方々の努力の賜物と感じている。
ただし、安全が最優先される公共交通において、技
術的信頼性を高めるためには、実環境での試験はま
だまだ必要と思われる。特に、スイスのシオン市で
PostBus社が行っているような７）メンテナンスなど
も含めた実運用を意識した長期の実証実験が必要で
ある。今回の実証実験の成果が自動運転バスサービ
ス実現の礎となり、移動弱者の多い地域における安
全で快適なモビリティの実現につながることを祈念
している。なお、本稿をまとめるにあたり、SBド
ライブ株式会社の宮田証氏と先進モビリティ株式会
社の安藤孝幸氏のご協力を得た。感謝する。
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そのような背景から、沖縄はバスの自動運転が最も
必要とされている地域であるといえ、2017年にお
いては、複数のバスの自動運転プロジェクトが実施
された。その中で、内閣府戦略イノベーション創造
プログラムの下で行われた南城市および宜野湾市・
北中城村での実証実験と、内閣府沖縄振興局の助成
によって行われた石垣島での実証実験を紹介する。
なお、これらの実証実験は、SBドライブ株式会社
と先進モビリティ株式会社が実施した。SBドライ
ブは主にバスの運行システムの開発を、先進モビリ
ティは主に自動運転車両の開発を行っている。

　2-1　自動運転の概要
　自動運転バス実証実験では、SAEの自動車用運
転自動化システムのレベルにおいて５）６）、レベル4
を目指している。レベル4とは、領域が限定される
ものの、すべての動的運転タスクをシステムが行う
ものである。領域に制限なく動的運転タスクをシス
テムが行うレベル5と比べれば、機能は限定される
が、路線バスのように限られたルートを限られた時
間に走行する場合には適したレベルである。
　ただし、実証実験は、警察庁の定める自動走行シ
ステムに関する公道実証実験のためのガイドライン
に基づいて行われ、レベル4相当の機能を有してい
ても、運転席のドライバーが常に監視を行い、必要
な時に運転に介入できるようにしている。
　2-2　車両概要
　実証実験で用いられたバスは、日野自動車製のリ
エッセ（南城市・石垣島）およびポンチョ（宜野湾市・
北中城村）に、各種センサ、アンテナ、自動操舵装置、
自動アクセルおよび自動ブレーキを取り付ける等の
改造を行ったものである。なお、南城市および石垣
島の実証実験においては、自動ブレーキの改造が終
了していなかったため、ブレーキの操作はドライ
バーが行った（Fig.1、Fig.2）。
　2-3　自己位置推定
　バスはRTK（Real Time Kinematic）- GPSによ
り、自己位置推定を行っている。RTK-GPSは、
GPS衛星からの信号以外に、地上基地局の信号を
受信することにより、自動運転を行うのに十分と
考えられるcmレベルの精度の自己位置推定を可能
にする。
　2-4　障害物検知
　障害物検知用にライダ（レーザースキャナ）を6つ、

ミリ波レーダを1つ、カメラを1つ取り付けている。
ライダは前方に遠点用（50mまで）が1つ、近点用
が3つ、両側に1つずつ設置されている（Fig.3）。ミ
リ波レーダとカメラは前方に設置されている。カメ
ラの画像からNVIDIAのプロセッサと人工知能を用
いて、障害物の認識を行う。実証実験中は運転席に
いる運転士が監視を行い、危険な状況はオーバーラ
イド（人間による運転の介入）して回避することに
なっていたが、これらのライダ、レーダ、カメラに
よる障害物検知は、実証実験中は動作させるように
しており、信頼性の確認が行われた（Fig.4）。

　2-5　信号協調
　信号交差点を通過する際には、地上交通信号機の
灯火を認識する必要がある。カメラと画像処理技術
を用いて認識する方法もあるが、認識率はまだ
100%とは言い難く、特に100m前後の距離からの
認識となると信頼性は高いとはいえない。誤認識は
事故に直結する危険性もあることから、今回は画像
認識による方法は採用せず、あらかじめ、地上信号
機灯火のサイクルを自動車に保存し、GPS信号から
得られる時刻を参照しながら、信号灯火を判断する
ことにした。この方法は、押しボタン式や管制に接
続された信号機のように、あらかじめ決められたサ
イクルが変わる信号機には適用できないが、遠距離
から信号灯火の判断が可能であることと、交差点到
着時の信号灯火を予測することができることが利点
である。路線バスは走行するルートが決まっている
ため、信号サイクルの情報を集めやすい一方、車内
事故防止の観点から、急減速を避けなければならな
い。信号灯火を予測できる本手法は、本プロジェク
トに適したものであった。なお、信号サイクルは、
沖縄県警から提供いただいた。

　3-1　南城市での実証実験
　南城市での実証実験は、2017年3月20日から4月
2日の期間に、あざまサンサンビーチ周辺の往復
2kmほどの公道で行われた（Fig.5）。最初の公道実
証実験ということもあり、交通量が少ない公道で技
術的な検証を目的にした。操舵とアクセルが自動化
され、ブレーキは運転席に座っている運転手が操作
した。路上駐車車両を避ける自動操舵、およびバス
停縁石から4cm（誤差2cm以内）の位置に停止で
きるように自動操舵する正着制御のデモンストレー
ションが行われた。延べ約160名が試乗を行い、約
300kmの走行に成功した。
 　3-2　石垣島での実証実験
　石垣島での実証実験は、2017年6月25日から7月
8日の期間に、新石垣空港から石垣市離島ターミナ
ル間往復32kmの公道で行われた（Fig.6）。1日当

たり1万台程度の交通量がある実際のバスの運行路
線において、定時運行による試験走行が行われた。
地元住民、観光客から試乗を募っており、技術面だ
けでなく、社会受容性の検証も目的としている。ルー
ト中にある4カ所の交通信号交差点において、信号
協調制御の試験が行われた。機械式ブレーキは自動
化していないため、自動での減速はエンジンブレー
キによるものだけであった。信号現示と予測信号を
運転士に提示する形（Fig.7）で、機械式ブレーキ
の操舵を促し、停止する方式を採った。また、ルー
トの一部で、レーザーレーダによって縁石を認識し
て走行する手法の試験も行われ、RTK-GPS信号が
捕捉できなくても自動走行できる可能性を示した。
横方向制御の誤差は、直線部では標準偏差0.1mで
ある一方、交差点右左折時は操舵角の指示値が大き
くなるため、誤差は最大値0.3mに達し、正規分布
に従わなくなる。今後の改良が望まれる点である。
目標速度への追従については、オーバーシュート

（OS）およびアンダーシュート（US）の平均値が
1.8km/h、平均収束時間は9秒であった。今後はOS
とUSを減らしながら、収束時間を短くすることが
求められる。また、対向車がいる状況での路上駐車
車両回避、GPS受信感度低下時等においては、運転
士によるオーバーライドが発生しており、このよう
な状況に対応する機能が必要である。改良が必要な
点も出てきたが、事故もなく、約370名が試乗し、
通算1,650km程度の走行を行うことができ、実証実
験自体は成功した。
 　3-3　宜野湾市・北中城村での実証実験
　イオンモール沖縄ライカムと宜野湾マリーナ間往
復20kmの公道で、2017年12月4日から13日の期
間に行われた（Fig.8）。1日当たり約5万8千台の交
通量がある幹線道路を、最高速度40km/hで走行し

た。大きな需要のある実際のバス路線を意識した設
定であり、前2回の実証実験よりも、一段階進んだ
技術検証を行うことを目的としている。実験期間中
の総走行距離は約440kmであり、約140名が試乗し
た。機械式ブレーキも自動化されたバス（Fig.2）
が用いられ、停止まで自動で行うことができるよう
になった。RTK-GPS信号を受信できなかった時に
備え、磁気マーカーを用いた自動操舵技術の試験が
行われた。道路に磁気マーカー（永久磁石）を埋め
込み、その磁気を車両に搭載した磁気センサが読み
取り、自己位置を推定するものである。RTK-GPS
における地上局の役割を磁気マーカーが担う。磁気
マーカーは50cm間隔で道路に設置され（Fig.9）、
正着制御を行うデモンストレーションに用いられた

（Fig.10）。また、準天頂衛星みちびきからの信号を
受信する試験も行われた。これにより、自己位置推
定の精度が向上することが期待される。
 

　2017年に沖縄本島および石垣島で行われた3回の
実証実験の様子を紹介した。その間に事故もなく、

Fig.10　磁気マーカーによる正着制御
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IATSS Research Vol. 42, Issue 2
発行

　IATSS Research Vol. 42, Issue 2が発行されました。
　Elsevier Ltd.のサイトより、無償で全掲載論文のダウンロードが可能です。
▶https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research/vol/42/issue/2

<Special Feature/ “Beyond ITS: Smart Mobility in Asia”>

Shunsuke Kamijo

　　Investigation on the introduction of intelligent transport systems in Asia and Study on guideline
　　development
Takaaki Hasegawa

　　Toward the mobility-oriented heterogeneous transport system based on new ICT environments –
　　 Understanding from a viewpoint of the systems innovation theory
Hiroshi Makino, Kazuya Tamada, Koichi Sakai, Shunsuke Kamijo

　　Solutions for urban traffic issues by ITS technologies
Tokushi Nakashima

　　Creating credit by making use of mobility with FinTech and IoT
Agachai Sumalee, Hung Wai Ho

　　Smarter and more connected: Future intelligent transportation system
Haruo Ozaki

　　Technical standardization of ITS and Asian initiatives for intelligent mobility
<General Topics>

Firman Permana Wandani, Maimunah Siti, Masashi Yamamoto, Yuichiro Yoshida

　　Spatial econometric analysis of automobile and motorcycle traffic on Indonesian national roads and 
　　its socio-economic determinants: Is it local or beyond city boundaries?
Nguyen Duc-Nghiem, Nguyen Hoang-Tung, Aya Kojima, Hisashi Kubota

　　Modeling cyclists' facility choice and its application in bike lane usage forecasting



第59回IATSSフォーラム修了

　IATSSフォーラムは、1985年より
アジア10カ国（カンボジア、インド、
インドネシア、ラオス、マレーシア、
ミャンマー、フィリピン、シンガ
ポール、タイ、ベトナム）から研
修生を招き、次世代若手リーダー
育成のための研修を行っています。
　修了生たち（58回までの累計：
1,011名）は、政府機関、大学、企業、
NPO等で活躍すると共に、各国、
地域の課題に対応すべく、ボラン
ティア活動にも積極的に参加して
います。
　第59回 は、2018年5月19日 か
ら10カ国20名が参加して始まり
ました。
　鈴鹿を拠点に鳥羽、神戸、京都、
東京を訪問し、政治、環境、交通
をはじめとするセミナー、視察、
国際交流、ケーススタディ等、55
日間の研修を行い、7月7日には
無事修了式を迎えることができま
した。
　研修テーマとして「持続可能な
地域・社会づくり」を設定し、武
内会長による導入セミナーをはじ
め、事例研究、講義等を通じて、
地域・社会をより良くするために

何が必要なのか、住民・企業・行
政がどのように連携すべきか、「共
に考え、共に学ぶ」を実践しました。
　文化的背景・専門分野の異なる
研修生たちは、積極的に知識を共
有し、切磋琢磨しながら真剣に研
修に取り組みました。その成果と
して、研究発表会では、各グルー
プより以下の 3 つのプロジェクト
が提案されました。
1 .　カンボジアの貧困対策の一つ

として、農家の収入向上を目
指し、農家と消費者をダイレ
クトにつなぐオンライン野菜
販売を進めるプロジェクト

2 .　タイで深刻化しているごみ処理
問題を取り上げ、子供たちに
対して「体験学習を通した環
境保全への意識を高める活動」
を行っていくプロジェクト

3 .　インドのカシミール地方のサ
フラン生産農家の生活レベル
向上のため、供給先の拡大と
共に、天候の影響を受けにく
い栽培法の普及や栽培領域の
拡大など、若者にとっても魅
力的な職業として確立させて
いくプロジェクト

　研修生の中には、早速、これら
のアイディアを自国に持ち帰り、
同窓会と連携して実現させようと
いう動きも出ています。
　研修生からIATSSフォーラム
のリーダーシップ研修に対する生
の声を聞く機会である振返り会で
は、「長所、短所を含めて自分自
身をより理解する良い機会となっ
た。リーダーたる者、メンバーを
マネージする前に、まず自分自身
をよく知り、自己マネージメント
することが重要であると感じた」

「文化的にもバックグランドも、
また専門性も異なる多様な研修生
との関わりを通じて、大きな刺激
を受け、考え方も視野も大きく広
がった」など、多数の賞賛の声を
聞くことができました。
　研修生おのおのが研修中に培っ
た知識・体験・人との絆を活かし、
将来を担うヤングリーダーとし
て、さらに成長し、グローバルに
活躍してくれることを期待してい
ます。
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▼本誌は、「離島の生活を豊かに
する交通」をテーマに、さまざま
な専門と立場から貴重な話題をご
提供いただいた。わが国における
離島は、本土と海を隔て四方を海
に囲まれ、人口減少や高齢化が進
展し、半数以上が500人未満、高
齢化率47.1%と高い水準であり、
産業基盤や生活環境等に関する地
域格差が課題となっている。
　交通とエネルギーという観点で
は、離島には鉄道がなく、公共交
通機関としてはバスに限られる。
そのため、島内の移動は自家用車
になる。その主要な燃料であるガ
ソリンの小売価格は本土に比べ高

く、ガソリンスタンドの廃業や規
模縮小が発生している。ここで期
待されるのが、離島内、離島周辺
の海洋再生エネルギーであり、そ
のエネルギーを用いた交通として
電気自動車に期待がある。次に、
交通と生活という観点では、離島
在住の交通事故の発生は少ないも
のの、高齢化の進展に伴い、加齢
による心身機能の低下から免許を
返納する移動弱者が増加している
ため，離島における移動の確保が
課題となっている。そうした中、
公共交通の見直し、新たな移動
サービスが検討され、限られた
ルート、限られた時間に運航する

公共交通の特性から、離島におけ
る公共交通の自動化、自動走行シ
ステム、移動サービスの実装と検
討が行われている。
　本誌は、「離島の生活を豊かに
する交通」をテーマに現状と対策
をまとめたが、離島における課題
は、わが国の地方地域における交
通問題、エネルギー問題と類似す
る部分が多く、離島での解決策が
わが国の地方地域における交通問
題対策、地方創生につながる手段
になるのではないかと思い、本誌
を取りまとめた。

（東京大学・小竹元基）

編集後記
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