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要　旨

都市への人口集中が進む2050年頃の街の姿をベースに，

その時代で想定されるライフスタイル，そこに見えてくる

移動の機会，その機会に必要な鉄道の役割を他の移動手段

との関係を含めて考察した。

2050年の日々の暮らしではITの劇的な進化（ユビキタス

センサネットワーク等）によって，人々は“今だけ”“ここだ

け”“私だけ”の様々な個人向け情報サービスをスムーズに

利用していると想像する。また，街の姿は商業・医療・文

化・娯楽施設などが，徒歩圏内に整備され，地域内で不自

由なく暮らすことができる“都市機能の集約”が進むと予想

される。仕事はテレワークの浸透で，自宅勤務など，様々

な勤務形態で働けるようになる。また，ITの進化は，地

域内外とのコミュニケーションの機会を増やし，家族，学

校，職場以外の様々なコミュニティを誕生，活性化させる

と考える。移動手段としてはユーザー一人ひとりに向けた

パーソナルモビリティが普及する。子供から高齢者，障

がい者等，誰もが便利で安全，快適に利用可能なモビリ

ティシステムが確立される。自動車事故は抑制され，渋滞

緩和システムが充実する。高齢者，障がい者を含め，運転

資格保有者は増加する。結果として，公共交通の役割は大

きく変化し，毎日の通勤での利用は減少する。そのような

環境の中で，大規模・高効率・省エネルギー輸送を得意と

する移動手段である鉄道は自動車・パーソナルモビリティ

等とシームレスに連携して，今までにない新たな役割，利

用機会が生まれると予想される。

コミューター パーソナルモビリティ

ライナー

ターミナル駅周辺に都市機能が整備された未来都市では，移動の目的ごとにその手段は細分化され，公共交通は都市間鉄道“ライナー”，都市
内交通“コミューター”，個人移動をサポートする“パーソナルモビリティ”の3つに分類されると予想される。
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1．ま え が き

日本は今後，人口減少が続くと予想されている。その中

で，国土交通省が描く“国土のグランドデザイン2050”（1）

では，今後の豊かな国づくりに向けたキーワードとして

“コンパクト＋ネットワーク”を打ち出し，人口が減少する

将来に向けて，都市機能はサービス提供の効率化のために

コンパクト化するとしている。そして，コンパクト化で縮

小するマーケットを補うため，都市同士のネットワーク化

を促進する。このコンパクト化とネットワーク化は交通と

ITの革新を取り込みながら進めるとしている。一方で，

海外新興国では人口の都市集中が進み，2050年には全世界

の人口の７割が都市に居住すると予想されている。

このような未来の都市では，IT活用による全く新しい

ビジネススタイル・ライフスタイルが登場してくるととも

に，鉄道などの公共交通の在り方が大きく変化すると考え

られ，今までにない新たな役割，機能，利用機会の創出が

求められる。

2．2050年の街と生活

2. 1 多様化するライフスタイルと情報サービス

2050年になると，人々は高度に進化したITで，自分専

用にカスタマイズされた“今だけ”，“ここだけ”，“私だけ”

の様々な情報サービスが受けられるようになる（図１）。そ

の結果，個人ごとの価値観はますます多様化し，一人ひと

りが自分に合った夢，豊かさを多くの選択肢から自由に選

び，より自分らしいライフスタイルを求めるようになる。

そのライフスタイルの実現には，大人や子供，高齢者，

障がい者を含め，誰もが平等にその豊かさを実体験できる

社会の仕組みが必要である。また，人々の暮らしを支える

様々なソリューションは，このような時代に寄与する姿に

進化していかなければならない。

2. 2 街　の　姿

毎日の暮らしに必要な都市機能は“歩いて暮らせる街”を

コンセプトに整備されたコンパクトなエリアに集約される。

駅は鉄道の乗客サービスだけでなく，あらゆる生活サービ

スの拠点となり，住宅は駅からの徒歩圏内に整備されてい

ると予想される。

地方では人口の減少によってできた空き地の統合化が進

み，地域色豊かな，又は自然を満喫できるエリアが各所に

現れる。一方，メガシティ化が進むと言われている首都圏

や海外新興国でも，一定の人口規模のエリアごとに，街に

必要な機能の集約化が進むと考えられる。同時に，地域の

歴史や伝統，景観，特色等，そのエリアに根付いた文化を

大切にし，それに誰もが平等に触れられる，恩恵を享受で

きる，そのような街の姿を想像する。

2. 3 暮らし方・働き方

個人向け情報サービスが誰でも平等に受けられる時代，

そのサービスは存在を意識させることなく，毎日当たり前

に，そして自然に人々の生活に取り入れられていく。買物

や生活上の各種手続等はいつどこででも簡単に済ませられ

る。自宅でできることが増え，仕事や勉強，医師の診察ま

で，誰もが様々なサービスを個々が望むスタイルで受けら

れるようになっていると想像する。

一方，家で済ませられることが増えた結果，外出せずに

不健康な生活を送る人が増えてしまうのではないかという

懸念もある。そのため，社会の仕組みはこれらの心配とは

無縁な，人々が積極的に外へ出かけたくなる，毎日ワクワク

するような生活が送れるように進化していなければならない。

日々の生活では，ITによって地域活動は活性化し，ま

た，家族で過ごす時間が充実し，友人，恋人，趣味の合う

仲間と交流する場も拡大する等，生活のあらゆるシーンで

人と人とが直接触れ合える機会が増えていることを想像す

る。仕事では，様々な選択肢の中から勤務場所，時間帯や

休日を自由に選べるようになる等，よりゆとりのあるワー

クライフバランスが実現しているであろう。子供たちに

とっては，外で伸び伸びと遊び，遠くの学校でも安全に通

える等，友達と出会える機会が飛躍的に増える。その子供

たち同士が安心して遊び，学べる，2050年にはこれら環境

が整っていると考える。

行きたい場所に誰でも不自由なく安心して行ける。同時

に，そのリスクや危険はあらかじめ取り除かれている，

2050年のITや交通系ソリューションはこれら仕組みの一

端を担う姿での進化が求められる。

3．移動の機会について

2050年，ITや交通系ソリューションの進化で実現させ

たい外出・移動の機会について，幾つかの例を述べる。

盧 子供が安心して一人旅に行ける

子供を見守るシステムが普及し，鉄道を含め移動中のあ

らゆる移動手段が連携しながら，常に子供を危険から守る。

子供たちがネットで全国に広げた友達との直接的な交流が

活発に行えるようになる。

盪 移動に不自由していた障がい者が，より自由に外出で
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図１．“今だけ”，“ここだけ”，“私だけ”
個人向け情報サービスイメージ

現在：情報を取りに行く 2050年：自分だけの情報が降ってくる
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きるようになる

今まで介添えが必要であった障がい者に，いつでも自由

に行きたい場所へ行ける移動手段が提供される。彼らが今

まで以上に多くのコミュニティに参加できるようになる。

蘯 外国人がどこでも安心して観光できる

自動翻訳システムの進化によって，言葉の壁がなくなっ

た外国人の観光エリアが拡大する。その外国人たちが決し

て迷わずに日本中どこへでも安心して移動できるようになる。

盻 遠くの会いたい人とすぐに会えるようになる

鉄道の高速化で長距離移動が劇的に短縮される。生活や

仕事でバーチャルコミュニケーションにはない，人同士の

リアルな対話を求める人たちの移動が活発になる。

眈 自分の住みたい街からの通勤が可能になる

田舎に暮らしながら都会への通勤が可能になる。又は，

都会に暮らしながら，地方で農業を営むことが可能となる。

単身赴任という概念がなくなる等，新しい通勤スタイルが

誕生する。

これら機会を求める全ての人にとって，平等かつ安心に

移動可能なモビリティシステムの実現が望まれる。

4．最適な移動手段

2050年になると鉄道や車，ほかの様々な移動手段は，輸

送距離・規模・用途・目的ごとに最適化した形に変貌して

いる（2）。その姿は，お年寄り，障がい者等の今まで交通弱

者と呼ばれていた人たちの弱みを解消している。これらは

時に，相互にその機能を連携させ，人々を安全で快適，正

確に目的地へ移動させる。

自動車では自動運転技術が確立している。業務用の車の

多くは自動運転で運用されている。一方，自家用車は，外

出という機会を誰もが楽しめる姿に進化し，自動運転のほ

か，適度な運転感覚を残しながら，事故を未然に防ぐ高度

なセーフティ機能を備えた車となっていると予想される。

また，従来型の車に加え，一人乗り用の超小型車（パーソ

ナルモビリティ）が普及する。

一方で，移動速度・エネルギー問題・渋滞問題・コスト

等の観点から，全ての移動手段がパーソナルモビリティに

集約することはない。パーソナルモビリティが移動の末端

部分を快適化する一方で，従来の鉄道やバスに相当する大

量輸送型の移動手段は，引き続き省エネルギーな効率輸送

を担う公共交通の中核となる。そして，人々に効率の良い

公共交通を気軽に使ってもらえるように，様々なモビリ

ティ間の乗換え負担を低減し，シームレスな移動を実現し

なければならない。

次に，この時代における個人の移動を，誰もが平等に外

出，移動できる社会をテーマに，“パーソナルモビリティ

（短距離移動用）”と地域内交通向け“コミューター（中距離

移動用）”，都市間交通向け“ライナー（長距離移動用）”を想

定し，それぞれの役割とその関係を描く。

4. 1 パーソナルモビリティ

パーソナルモビリティ（詳細はこの特集号の論文“スマー

ト化技術が拓く未来のパーソナルモビリティ”参照）は，ユ

ーザーの属性や好みによって様々なスタイルが登場してく

ると予想される。ここでは公共交通の一部として徒歩圏内

の利用に限定された姿を想定して話を進める。

パーソナルモビリティの利用は，利用者がネットワーク

上で目的地などの利用情報をパーソナルモビリティへ通知

するところから始まる。その情報は，必要に応じて次に登

場するコミューター，ライナーにも送られ，３者は利用者

が最終目的地に到着するまで，常に連携しながら運行する。

パーソナルモビリティは主に徒歩圏内で利用され，その先

の移動が必要な際は，街中を循環する公共交通の１つ“コ

ミューター”を利用する。障がい者や高齢者は，このコ

ミューターへパーソナルモビリティごと乗車が可能となる。

4. 2 コミューター

コミューターは現在のバスやBRT（Bus Rapid Transit），

LRT（Light Rail Transit）の進化系で，特定のエリア内半

径約２～３kmの移動が主な役割である。一般道路だけで

なく，病院や大型商業施設等へはその建物内にも直接乗り

入れる。乗車人数は現在の路線バス程度である（図２）。コ

ミューターは，ライナーへ接続する駅ではライナーに乗換

える利用者のために駅のホームに直接乗り入れる。

一般道路は“モータ＋タイヤ”で走行し，運行経路上駅周

辺では，専用レーンに切り換えて走行する。動力は電動で，

その専用レーンを走行中，急速充電を行う。パーソナルモ

ビリティからの乗換え時はコミューターとの間で車両間通

信が行われ，両者は相互の位置関係を常に把握して，利用

者の最終目的地に対し，いつ，どの場所でどのコミュータ

ーに乗換えれば良いかの指示をコミューターからパーソナ

ルモビリティ側に送信する。指示を受けたパーソナルモビ

リティは，乗換えに最適な場所へ自動で移動する。コミュ

ーターの利用は，時刻表に合わせてバス停で待つという現

在の方法ではなく，利用者の求める場所，時間に合わせて

コミューターがやってくるというスタイルになる。

コミューターは完全な無人自動運転を実現している。自

動車の自動運転技術は，現在活発に研究が進められており，

お互いの位置や速度を把握しつつ，安全に目的地まで自動
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走行することが目標とされている。コミューターは，これ

らの自動運転技術に加えて，ライナーとの接続時間調整ま

で考慮した走行を行う。また，予定通りの接続タイミング

を実現するためには，渋滞を発生させないことが不可欠と

なる。このために，街単位でのモビリティの流動を最適化

する全体交通流最適化技術や，そのための情報収集・配信

技術が不可欠となる。また，接続時間に余裕があった場合

には，その余裕時分を省エネルギーや別のコミューターを

優先させることに使うことで，全体最適を促進する（最適

化技術の詳細は，この特集号の論文の“スマート社会を支

える先進最適化技術”参照）。

4. 3 ラ イ ナ ー

ライナーはコンパクトに集約された街と街を結ぶ長距離，

大量輸送を想定した鉄道である。編成は５から最大20両程

度で，利用者の規模によって，常にその車両数は柔軟に変

化する。例えば，小規模な街を発車した５両編成のライナ

ーは大量の利用客が予想されるメガシティ駅に向かうまで

の間，走行しながら効率的に車両を増設していく。このと

き，車両間は現在のように物理的に接続する必要はなく，

車両間が短い距離を維持しながら追随走行を行うソフト連

結が用いられる。

各車両は全て２階建て，室内は半地下階が立ち席，２階が

シート席，また，１階に障がい者用パーソナルモビリティ

受入れスペースがある（図３）。あらゆる目的，属性の乗客

を想定した情報提供サービスの充実，ユニバーサルデザイ

ンを駆使した安全な車内環境，需要変動に対応した編成管

理で混雑を解消させる等，誰でも不自由なく快適に利用で

きる車両が完成している。

ライナーは駅でコミューターからの乗換え客をスムーズ

に受入れるため，コミューターとライナーとの間で様々な

情報のやり取りが自動で行われる。コミューターは，現在

の乗車人数，利用者の属性情報をライナーに伝える。ライ

ナーはその情報から，例えば，障がい者や高齢者の有無に

よって，ホームのどの位置にコミューターが停車すべきか

の情報を伝える。またコミューターからの情報で利用者数を

予測して，そのデータを基にライナーは車両数の増減を随時

調節することによって，必要十分な車両数で運行し，乗客に

不満を抱かせることなく，エネルギーの効率利用を実現する。

しかし，大容量輸送の移動手段であるライナーがコミュ

ーターやパーソナルモビリティからの要求に即時に応じる

ことは困難である。このため，あらかじめ１日の需要予測

を行い，需要変動に備えておく必要がある。そして，その

精度を高めるために高度な大規模需要予測技術が必要とな

る。この需要予測は，過去の旅客流動履歴や，都市内の

様々なイベント，天候などから作成する。

ライナーは次の駅に到着する前に，コミューターへの乗

換え利用者のためにコミューターに駅ホームでのスタンバ

イを指示する。ライナーは現在乗車している利用者の属性

情報からコミューターへ適切な数，待機場所を算出して伝

える。そのコミューターは乗換え客を乗せて発車した後，

利用者ごとの最終目的地にアクセスしやすい乗換え場所で，

適宜，乗客をパーソナルモビリティへとつなぐ（図４）。

5．む　す　び

2050年に向け，鉄道を始めとする移動手段の進化の目標

について，今回は“全ての人が平等に安心・安全な外出，

移動が可能な社会の実現に寄与する”ことと位置付けた。

そこで本稿ではそれらを実現する鉄道のかたち，役割，そ

こに登場する他の移動手段との連携を中心に述べた。もち

ろん，その目標の達成のためには，社会を構成する様々な

仕組み全体と連動した鉄道の進化が必要となる。同時に，

それを維持していくための制度，ビジネスモデル等との連

携も不可欠である。

今後，我々はこれら社会の動きと密に連動・連携し，

2050年，ここに描いたライナー，コミューター，パーソナ

ルモビリティが当たり前のように走る，そんな社会の実現

を願いながら，今後も技術開発を進めていく。
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図４．駅でのライナーとコミューターのイメージ

図３．ライナー客室構成のイメージ
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