
超小型モビリティ活用実証実験について

岡山市 交通政策課 自転車先進都市推進室

（平成２８年度実証実験結果概要について）
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１．超小型モビリティ導入可能性検討の全体計画（案）

STEP 1 知ってもらう
【目的】認知度が高いと言えない超小型モビリティをまず知ってもらうことが必要

→「あの小さい車見たことある、知ってる」「１度乗ってみたいなぁ」という人を少しでも多くしたい！

STEP 2 使って、イメージしてもらう
【目的】利用して頂ける対象・機会を増やし、実生活の中での活用シーンを個々で想像、考えてもらう。

→乗って頂き、「自分の日常生活（や高齢時）にこの車両があったら…」と活用イメージを持ってもらう。

・体験試乗機会の設定
・企業モニター活用

・イベント時でのPR

・地域モニター活用（地域生活圏における町内会、地域活動団体、企業、等）
・公共交通連携活用（都心部シェアリング：ステーション拡大、有料化、ワンウェイ型）

STEP 3 総括評価および施策方針決定
【目的】STEP１、２の総括評価を行い、超小型モビリティの実用化状況を見ながら、

行政として取り組むべき施策等を決定する。

【Ｈ２８】

【Ｈ２９（～Ｈ３０）】

・シェアリング利用（事業）の可能性（ビジネスモデル検証、民間事業の可能性、行政の関わり方、等）

【Ｈ３０（Ｈ３１）】

・超小型モビリティ利活用支援策の検討（ニーズ精査、車両導入効果、等）

・公共交通乗換活用（都心部シェアリング）
※「オカモビ」の愛称で実証実験を実施！
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○増加を辿る業務目的自動車利用に焦点を当て、交通等
課題（渋滞、環境負荷、歩車共存など）解決寄与可能
性を探る

○市内企業、薬局に対して超小型モビリティを貸し出し、
業務活動において利用

○企業活動における超小型モビリティ利用のメリット、
デメリットの分析、導入可能性の検証

 新しい都市交通手段に対する市民の受容性や移動行動への影響、企業等活動における活
用可能性などを検証

企業モニター利用実験

■貸出ステーションおよび無料一時駐車場
■対象企業とモニター期間

A社（塗料商社） 10月3日（月）～10月27日（木）

B社（保険業） 10月3日（月）～10月27日（木）

C社（情報システム業） 10月17日（月）～10月27日（木）

薬局A 11月9日（水）～11月23日（水）

薬局B 11月16日（水）～11月30日（水）

○新たな移動手段としての超小型モビリティの
認知度向上や回遊性・移動利便性向上への寄
与、移動に対する意識変化などを検証

○岡山駅西口（２台）、表町（４台）のステー
ションに車両配置し、中心部来訪者等に利用

公共交通乗換利用実験

実施期間 10月24日（月）～12月22日（木）

利用時間 9:00～19:00

利用料金 無料 ※1回の利用上限は3時間

貸出方法 ステーションで貸出（有人）

２．平成２８年度実証実験（オカモビ） 概要
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 実験期間中に435回の利用。（表町：276回、岡山駅西口：159回）
 平日、休日とも７～９回弱／日の利用。（車両１台の回転数 約1.2回／台・日）
 実験進行とともにリピータ割合が増加。オカモビの積極的利用意識の表れと推測。
 天候による利用状況差異は無し。
【日別利用回数】

日数 利用回数
日平均

利用回数

平日 42 297 7.1 
土曜 8 68 8.5 

日曜・祝日 10 70 7.0 
合計 60 435 7.3

３．公共交通乗換利用実験の結果 【利用状況】

【平休別利用回数】 【天候別平均利用回数】
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 利用者の8割近くが男性。（利用者221名のうち男性174名）
 年齢階層は、40代、50代の利用が多いが、30代、60代以上の利用も一定数あり。
20代以下の若年層の利用は少ない。

 50代女性、60代以上男性のリピート利用が顕著。
この年代層に車両の利便性を積極的に感じて頂いていることが推測。

【性別・年代別 利用状況】
＜利用回数＞

＜利用者数＞

（回）

（人）

（ｎ＝２２１）

（ｎ＝４３５）

３．公共交通乗換利用実験の結果 【利用者属性】
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 1回のみの利用は約7割。リピート利用は約３割。
 利用目的としては、「体験試乗」が最も多く、次いで「買物」、「業務」。
 リピート利用者の利用目的は、「業務」「買物」が同数で最も多く、単なる「試乗」ではなく、
日常の移動行動における交通選択肢として活用して頂いていることが分かる。
【利用回数別利用者数内訳】

（人）

（ｎ＝２２１）

【利用目的】

３．公共交通乗換利用実験の結果 【利用目的等】

リピート利用者の
利用目的に着目すると

6
通勤・通学 業務 買い物 通院
習い事・レジャー 体験試乗 その他 無回答

ｎ＝487（複数回答可） ｎ＝256（複数回答可）

通勤・通学 業務 買い物 通院
習い事・レジャー 体験試乗 その他 無回答

リピート利用者 65人

（35％）

（7％）

（27％）

（23％）

（1％）

（0.4％）
（5％）

（2％）

（19％）

（10％）

（31％）（1％）

（31％）

（5％）

（3％）



【利用者所在地】

 利用者居住地は、ステーション設置した北区が最も多く約５割。
県内他市、県外利用者（広島県、東京都、埼玉県、大阪府など）もそれぞれ約１割程度。

 利用回数はステーション設置した北区在住者が約６割。
ステーション近接エリア在住の方はリピート利用回数も多い傾向。

３．公共交通乗換利用実験の結果 【利用者居住地】
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利用回数（n=435）
北区

中区

南区

東区

倉敷市

県内その他

広島県

県外その他
※居住地区分判断は郵便番号による。
※図内プロット位置は区分毎代表点であり、
居住者の詳細位置を明示するものではない。

【利用回数別居住地状況】

1回

2～4回

5～9回

10回以上

ステーション

10km

5km

岡山駅

岡山港

上道駅

瀬戸駅

国道53号

国道2号

西大寺駅

妹尾駅

中庄駅

国道30号

東岡山駅

国道180号

備中高松駅

庭瀬駅
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（50％）
（21％）

（5％）
（3％）

（7％）

（5％）

（4％）

（5％）

（62％）
（18％）

（3％）

（1％）

（4％）（6％）

（3％）
（3％）



 「オカモビ」で移動した場所への以前の交通手段は、「自動車」、「自転車」が各4割弱。
「自動車では無くオカモビで事足りる」「自転車移動するには遠い」「自転車より楽」などの理由
から、「自動車」「自転車」利用者にとって新たな交通転換選択肢としての可能性が伺える。

 以前の交通手段を公共交通（JR、バス、路面電車）と回答されたオカモビ利用者は、
公共交通・オカモビの組合せ利用による利便性向上意識が非回答者より高い。

 公共交通を利用してステーションに来訪された方は約２割。
公共交通との組合せ利用を趣旨とした本実験の課題となったが、前述の意識向上結果から、
公共交通利用者への周知・認知方法の工夫などにより組合せ利用の増加を期待。

【オカモビで移動した場所への以前の交通手段】
※オカモビが無かった場合に選択する交通手段

３．公共交通乗換利用実験の結果 【通常移動手段、など】

【公共交通・オカモビ組合せによる利便性向上意識】
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【オカモビステーションまでの移動手段】

ＪＲ 路面電車 バス 自動車
二輪車 自転車 徒歩 その他

ｎ＝279（複数回答可）

とても感じた 感じた 感じなかった
全く感じなかった わからない 無回答

ＪＲ 路面電車 バス 自動車
二輪車 自転車 徒歩 その他

公共交通利用者

（ｎ＝36）

公共交通未利用者

（ｎ=185）

ｎ＝498（複数回答可）

公共交通合計 18.7％

2.8％

2.8％

2.7％2.7％71.4％

80.6％



岡山駅

岡山港

国道250号

岡南飛行場

上道駅
国道180号

国道53号

国道2号

西大寺駅

妹尾駅

彦崎駅

中庄駅

備中高松駅

10km

5km

15km

国道30号 0 5km

東岡山駅

※停車している軌跡のうち、
停車時間が10分以上120分未満のものを
目的停車として図化。

■オカモビの停車場所

３．公共交通乗換利用実験の結果 【移動範囲】

距離帯 停車場所数

2.5km未満 1,648

2.5～5.0km未満 191

5.0～7.5km未満 42

7.5～10.0km未満 19

10.0～12.5km未満 5

12.5～15.0km未満 5

15.0km以上 1

【参考】ももちゃりサービスエリア

 2.5km未満の近距離移動が最も多い。
 ５km未満までの移動手段がほとんど。10km未満移動手段としての可能性あり。
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【共有（シェリング）に対する意識】

 リピート利用により、交通のあり方等に対する意識変化、シェアリングに対する前向きな理解が進む。

３．公共交通乗換利用実験の結果 【意識の変化】

公共交通では行きにくい場所へ行きやすくなり、
まちなかの立ち寄り先が増加するように感じた

車両を共有して利用する意識が高まった鉄道やバスと組み合わせて使うことができて便利
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3.2％ 2.6％

1.5％3.1％

3.1％1.5％

3.8％ 2.6％

1.5％

1.5％

3.1％

1.3％

3.1％

3.1％

1.5％

計77.0％

計63.1％

計71.1％

計80.0％

計75.4％

計69.2％

計78.8％

計90.8％

計90.8％

※複数利用者に対しても同内容アンケートを毎回回答頂いた。「最初」「最後」は複数利用者の初回利用時と最終利用時の回答結果。



【安全運転に対する意識】

【環境面に対する意識】

３．公共交通乗換利用実験の結果 【意識の変化】

 リピート利用により、安全運転への意識変化、移動実態に合致する移動手段選択意識向上など、
前向きな意識変化が進む。

窓がなく車高も低いため、周囲との距離感が近くなり、
歩行者や自転車等に対する安全意識が高まった

人数や距離など移動実態に合わせた車両の選択を考える意識が高まった
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1.3％2.6％

1.5％

1.5％

1.5％1.5％

3.1％

5.1％ 1.3％

計64.1％

計60.0％

計80.0％

計75.6％

計84.6％

計92.3％

※複数利用者に対しても毎回、同内容アンケートを回答頂いた。「最初」「最後」は複数利用者の初回利用時と最終利用時の回答結果。



 今後のオカモビ利用意向について、「利用する」と回答した人は約8割。
 有料化の場合は、「100～150円（15分当たり）」と回答した方が約４割。
既存の民間カーシェアリングサービスより安めの料金を希望。

（ｎ＝２２１）

【今後のオカモビ利用意向】

利用する予定

利用しない

不明

【有料化の場合の許容料金（15分当たり）】

３．公共交通乗換利用実験の結果 【利用意向】

＜参考情報：既存カーシェアリングサービス＞
○タイムズカープラス（ベーシッククラス）
個人プラン 月額基本料金1,030円 15分あたり206円
※月額基本料は時間料金として使える。

（ｎ＝２２１）
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（79％）

（16％）

（5％）

（39％）

（11％） （25％）

（8％）

（8％）

（4％）

（3％）
（2％）



４．企業モニター利用実験の結果 【移動範囲、行動・意識変化など】

大きい道路および交差点を避けた。
○ 移動経路について （主な意見）

○ 駐車場所や駐車の容易さについて （主な意見）

狭い駐車スペースでの切り回しが楽。

駐車場の利用約款に合致しないケースがあるため駐車場によっては駐車出来ない。

訪問先での駐車が楽になった。
[薬局からは…]

経路選択肢が増えた。
狭小道路進入への抵抗が無くなった。

立体駐車場を活用する機会が多いが、そこでは駐車出来ない。

狭い駐車スペースで駐車可能なので、駐車場所の選択肢が増える。

住宅街への配送が楽になった。

○ 移動範囲
5km未満での活用が多い
5km以上の活用も見受けられ、１0ｋｍ未満までの移動手段として活用可能性
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○ 意識変化について【安全面、環境面】（主な意見）
窓がなく車両が小さいことから、周囲との距離感が近くなり、速度をより抑えて走行しようと感じた。
歩行者や自転車により気を配ろうと感じた。
電気自動車で環境にやさしいが、充電残量が気になり移動出来る距離が心配に感じた。



 本車両の良い点として、「小回りが利く」「駐車が容易」「気軽に移動」など小型な車格、
「静音性」「環境に優しい」など電気自動車、「降雨時の移動が可能」「日用品運搬が可能」
など自転車やバイクの代替手段可能性をメリットとしてる挙げる意見が一定数あった。

 本車両の悪い点としては、「ルームミラー不備」「エアコン不備」など自動車と比較した設備面の
不足、安全面への不安、車両価格をデメリットとして挙げる意見が一定数あった。

 良い点、悪い点それぞれ同数程度の意見があった。
その点からも一般普及への課題もあるが、利用意向は高く、
新たな移動手段としての可能性は見込まれる。

５．車両規格に対する利用者全体からの評価

【良い点として挙げられた主な意見】 【悪い点として挙げられた主な意見】

・小回りが利く。

・静音性が高い。（静か）
・駐車が容易に出来る。

・降雨時でも移動が可能。
・移動の楽しさを感じた。
・日用品などの荷物運搬が可能。
・環境に優しい。
・意外とスピードも出る。

・エアコンが無いので快適性に欠ける。

・もう少し航続可能距離が長ければよい。
・ルームミラーが無いため不便さを感じた

・１人しか乗れない。２人乗りがよい。
・安全面への不安。
（大きい道路の走行、もらい事故時、高速走行時の
揺れ、降雨時のフロントガラス曇り、など）

・車両価格が高い。
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６．平成２８年度実証実験総括

【総評】

○ 超小型モビリティにおけるシェアリングの事業性は現状においては不明。

車両利用機会創出により、幅広く認知、理解向上に努め、移動に対する意識変容の広がりを目指す。

○ 車両規格に対する短所（快適性・安全性）は数多く挙げられ、一般普及への課題はある。

有料化運用により実際の利用状況変化や求められるサービスレベルなどを精査。

より車両メリットが活きることが想定される地域（細街路が多い地域など）での活用可能性の検討。

○ 利用者からは、車を「所有」から「利用」（共同利用）することへの意識、公共交通と組み合わせること
の効果、立ち寄り先の増加について効果があるという意見が多く、複数回利用することにより、これらの
意識が向上していることが確認でき、環境負荷の低減、交通課題の解決（渋滞緩和、駐車場面積
の削減）、回遊性向上への可能性があることが伺えた。

STEP 2 使って、イメージしてもらう

【目的】利用して頂ける対象・機会を増やし、実生活の中での活用シーンを個々で想像、考えてもらう。

【Ｈ２９（～Ｈ３０）】

○ 平日、休日とも一定の利用があり、移動手段の一つとしての可能性があることが確認できた。
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