
寄 稿

Contribute
ITS（高度交通システム）を長崎らしく提供するドコネ　路面電車のナビゲーションからまちづくりへ

1ながさき経済  2019.10

寄  稿 ITS（高度交通システム）を長崎らしく提供するドコネ
路面電車のナビゲーションからまちづくりへ

1984年早稲田大第一文学部卒業。1990年（財）放送音楽文化振興会総合研究
室長、衛星放送等の制度設計に従事。1999年県立長崎シーボルト大学助教授、
2005年同教授、08年大学統合により長崎県立大学教授、15年地域連携セン
ター長を経て、19年４月から現職。博士（工学）、長崎市LRTナビゲーション
推進協議会会長、五島市及び長与町地域公共交通会議委員。

長崎県立大学

国際社会学部長　　森　田　　　均

「ドコネ」は「どこね」です

　長崎電気軌道株式会社の軌道を走る電車の

うち、低床車両の現在位置を利用者の皆様へ

お知らせするWebサービス「ドコネ」を始

めたのは、2011年10月７日です。同社をはじ

め関係各社のご協力により、現在まで運用は

途切れることなく続いています。言うまでも

なく「どこね」は、長崎ことばです。「バリ

アフリーの電車はどこですか」、「お手伝いを

必要としている方はどこですか」という思い

を込めています。技術的特性からも最先端の

尖ったものではなく、路面電車を利用する全

ての方々に親しんで頂けるようなサービスと

なることを願って命名しました。アイデアを

出したのは、今や電鉄の敏腕広告マンとなっ

ている卒業生でした。

　「ドコネ」は、国土交通省の平成23年度「ユ

ニバーサル社会に対応した歩行者移動支援に

関する現地事業」としてスタートしました。

長崎県立大学、長崎電気軌道株式会社、扇精

光株式会社（現・扇精光ソリューションズ株

式会社）、長崎市、長崎県、長崎河川国道事

務所で構成する長崎市LRTナビゲーション

推進協議会が事業主体です。「３Ｇ回線を活

用した路面電車・利用者双方向位置情報配信

システムによる歩行者移動支援サービス」こ

れが当時の事業課題です。５Ｇを迎えようと

する今、ICTの進展に合わせて技術的に進化

を続けながらも利用者の安心安全に寄与する

という基本的な理念は揺らいでいません。

　私が現在、研究しているのは、ITS（高度

交通システム）という領域です。短くまとめ

れば「ICTによって交通手段を便利にする」

ということになります。自動車では、カーナ

ビやドライブレコーダー、ETCをはじめ

CASE（Ｃ：通信端末としての機能を有する

自動車、Ａ：自動運転、Ｓ：カーシェア、Ｅ：

電気自動車）は全てその範疇です。電車では、

交通系ICカード（アプリを含む）、各種安全

「ドコネ」は「どこね」です
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装置、列車運行管理システム（旅客案内を含

む）など。交通系ICカードは、バスなどで

も使われています。交通関係の流行語として

MaaS（Mobility as a Service） は、ICカー

ドではなくアプリが利用者側のインターフェ

イスとなります。複数の交通機関を料金の支

払いや乗り換えを含めて一筆書きのように利

用できるようにしたサービスです。

　ITSでは、研究のみならず社会的実践が重

視されています。長崎県内最初のITSプロ

ジェクトは、長崎EV&ITSでした。五島列島

にITS端末（通信機能を備えたカーナビ）を

搭載した電気自動車（EV）を計140台導入し

て主に観光客用のレンタカーとして提供して

います。プロジェクトとしては2009年10月か

ら2013年３月まで活動しましたが、五島列島

のEVはレンタカーとして現在でも稼働して

います。私は、プロジェクトを運営する産官

学による協議会の理事として第３ワーキング

グループ（ドライブルート策定とITSコンテ

ンツ）を担当しました。新上五島町や五島市

で住民の方々に参加して頂くワークショップ

を何度も開催して、県立大の学生とともに島

の観光スポットを選び走行に注意が必要な区

間を教えて頂くなど地元の知恵をコンテンツ

として反映できるようにした経験は、今でも

たいへん役立っています。

低床車両位置情報配信サービス

　長崎県内２番目のITSプロジェクトとなっ

たドコネは、長崎EV&ITSの経験を活かして

離島から都市中心部へ、電気自動車から路面

電車へ、自動車据付のITS端末から利用者の

携帯・スマホへと実施する条件を対比できる

ようにも設定しました。電停をバリアフリー

化し、バリアフリーの車両を導入していた路

面電車に利用者との接点を提供することにも

なったのです。

　ここでドコネの機能をご紹介します。ドコ

ネには４つのモードがあります。最初は、低

床車両等の位置情報を提供する「電車」モー

ド。低床車両3000形３編成、5000形３編成、

みなと号（310号）をそれぞれアイコン化し

行先によって色分けして（青：１号系統、赤：

３号系統、緑：５号系統）、グーグル・マッ

プ上に位置を表示しています。約10秒毎に現

在位置は更新されています。みなと号は、低

床車両ではありませんが多くの鉄道車両で実

績のある水戸岡鋭治氏デザインの車両として

現在位置を知りたいという利用者の要望に応

えるために表示対象としています。いわゆる

ガラケーと呼ばれている携帯電話用のブラウ

ザに対応したドコネは、位置表示も文字に

よって電停名を伝えるのみですが、こちらに

は乗車登録機能があります。サービス開始前

に長崎市ハートセンターでドコネの開発計画

を説明したところ、ガラケーから乗車登録と

いうご要望が多かったためです。

　２番目は、「バリア」モードです。これを

選択すると、まずバリアフリートイレの位置

が地図上に表示されます。それぞれのトイレ

の機能や設置環境は、アイコン化されていま

す。次に、それぞれの電停のバリアフリー対

低床車両位置情報配信サービス
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策が表示されます。スロープ

や手すりに加えて、長崎駅前

電停など歩道橋によるアクセ

スが必要な箇所も明示されま

す。トイレの情報は、長崎市

から提供を受けました。電停

周辺は、「道路上の段差や幅

員、スロープなどのバリアフ

リー情報を含んだ歩行経路の

空間配置及び歩行経路の状況

を表すデータ並びに施設の名

称や位置情報、バリアフリー

設備の状況を表すデータ」（Ｇ

空間情報センター）歩行空間

ネットワークデータによるも

のです。長崎地区は路面電車

の電停周辺を整備しました。

　３番目は、「観光」モード

です。長崎河川国道事務所が

道路の維持管理活動の中で集

積した街の古い通り名や観光

スポットの由来をポップアッ

プで表示します。

若竹－中園商店街）、矢の平・伊良林地区（風

頭町－新大工町）。一目瞭然ですが、それぞ

れ路面電車の電停に結節あるいは隣接してい

ます。そこで、路面電車を幹線、乗り合いタ

クシーをフィーダー（枝線）と考えて位置情

報の配信を始めました。このサービスは直接

の利用者だけが対象ではありません。私のゼ

ミでは毎年最低でも１回、ドコネの利用意向

調査を実施しています。この調査において40

＜低床車両現在位置表示＞

＜バリア／バリアフリー情報表示＞
歩行空間ネットワークデータを
活用したバリアフリーナビへ

　４番目は、「乗合」モードで最初の国交省

事業ではなく、後述する総務省の研究支援に

よって始めました。長崎市が運営する乗り合

いタクシーは、以下の５系統です。金堀地区

（金堀峠－遊ING裏、松山町電停）、北大浦地

区（東山町－新地、東山町－石橋、館内町－

新地）、丸善団地地区（三原小学校前－チト

セピア前）、西北地区（サーパス前－中園商

店街、岩屋－中園商店街、柳谷－中園商店街、
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～50代の方々からサービスの

継続を求められました。「自

分は乗らないが、同居してい

ない父母が利用している。運

行状況を知りたい」というの

が主なご要望でした。これに

は、事情が許す限りお応えす

べきだと考えています。

　この乗り合いタクシー位置

情報提供システムは、「ドコ

ネ・フレーム」として五島市

福江中心商店街巡回バス、奈

留島乗り合いタクシー大串線

（江上教会ルート）へ県立大

の地域貢献として提供してい

ます。（長与町も予定）

＜観光情報表示＞

＜乗合タクシー現在位置表示＞

サービスを継続できた要因

　ドコネが国土交通省の事業として2011年に

スタートした際に支援を受けたのは、イニ

シャルコストのみでした。一方で、支援期間

が終了しても事業主体がサービスを継続する

ことが採択の条件となっていました。そこで、

ドコネのサービスは長崎電気軌道の日常業務

として運用を継続して頂きました。しかし、
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企業で言えば業務を改善するため

あるいは技術的進展に対応するた

めの予算は、ありません。そこで、

研究開発予算として新たな競争的

資金の獲得へ乗り出すことにしま

した。

　2012年には長崎県産業振興財団

の「EV等事業化可能性調査事業」

に「ITSとLRTをまちなか活性化

に調和させる長崎発地域ITSモデ

ルの事業化可能性調査」という研

でWi-Fiサービスを始めていたからこそ実現

できたもので、画期的な技術展示でした。

交通系IoTへ

　2014年にドコネは新たな通信技術を導入し

ました。総務省の「戦略的情報通信研究開発

推進事業（SCOPE）」に「Webナビゲーショ

ンと近距離無線通信技術によって公共交通の

体系化を促し地域発ITSモデルの構築を目指

す研究開発」を提案して採択されました。

「Webナビゲーション」とは従来のドコネの

サービスです。GPSによって車両位置を把握

していましたが、測定誤差によってWeb画

面上の電停に車両アイコンを重ねることが出

来てはいなかったのです。そこで新たな「近

距離無線通信技術」としてBluetooth LEの

ビーコンを導入することにしました。「公共

交通の体系化」とは、前述した乗り合いタク

シーの位置情報配信のことです。初年度は

フェーズＩとして研究計画としても技術的に

交通系IoTへ

究課題が採択されました。これは、長崎市新

大工町から松が枝ふ頭に至る遊歩道と路面電

車による移動を調和させる提案を行いました。

具体的には、遊歩道に埋設された45の金属板

に位置情報を付与するため、「特定の地点の

緯度・経度・高度などの位置情報を共有する

ための基盤」（国土地理院）場所情報コード

を整備しました。長崎市のバリアフリー基本

構想で重点整備地区となった「都心地区」の

まちぶらプロジェクトなどに呼応するもので

した。

　2013年には、ITS世界会議が東京で開催さ

れました。私たちは10月17日と18日、長崎市

内を走行中の路面電車から東京ビッグサイト

までインターネット経由で生中継を行いまし

た。私自身は東京ビッグサイトで中継映像を

待っていました。低床車両には当時の太田博

道学長が学生スタッフたちと乗り込み、国際

会議の会場へ向けて流暢な英語でスピーチを

始めました。この中継は、長崎電気軌道が同

年３月までに光ファイバーを整備して車両内
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もテスト期間です。私たちは、まずビーコン

の有用性を徹底的にチェックしました。公共

交通機関で実運用するためには技術的な信頼

性が必要です。初年度は、低床車両の前後の

運転台と全ての電停の下り側ホームにビーコ

ンを設置しました。Bluetooth LEビーコンの

機能は、設定した３種類のIDを発信するの

みです。これによって個々のビーコンを識別

することは可能ですが、位置情報は持ってい

ません。そこで私たちは前述の歩行空間ネッ

トワークデータ整備で得た電停の緯度経度

データを紐付けることにしました。予定した

ビーコンの設置後、電停ビーコンは車両側か

ら、車両ビーコンは電停側から識別可能な状

態に調整して初年度を終えました。

　2015年にSCOPEの本格段階（フェーズⅡ）

に継続採択されると、私たちは上りの電停と

普通車両の前後運転台にビーコンを設置しま

した。また、ビーコンの受信状況をサーバへ

伝えるための仕組み（ゲートウエイ）もSIM

やWi-Fiのみならず920MHz帯小電力無線を

マルチホップで活用する方策も検討しました。

街中にIoT（モノのインターネット）システ

ムを展開させたことになります。この年から

協和機電工業株式会社が加わりました。

　2016年は、SCOPEとして最長の３年度目

継続が認められました。これまでの成果を取

りまとめて、ビーコンの識別順序に基づいた

ナビゲーション・システムを知財化し、路面

電車の利用者のために行き先の異なる車両へ

の誤乗車防止と確実な乗り換え案内、降車案

内を可能としたアプリを開発しました。2017

年に３か月間β版として一般公開して、休止

しています。リソース不足のためiOS版の開

発が不可能であったこと、Androidのバー

ジョンの多様さに適応できなかったことが要

因です。ビーコンの機能を活用した現用サー

ビスは、浦上車庫電停と長崎駅前電停に設置

された「運行情報表示器設置」デジタル・サ

イネージです。「電車接近や遅延、運休など

の運行情報を提供」すること「自然災害など

異常時の運行情報をタイムリーに伝達」（長

崎電気軌道公式Web）することが設置の目

的です。

統合型インフラSTINGを提唱

　SCOPEによる研究支援３か年の集大成と

なったのが「地域発ITSモデルの構築」です。

私はこのモデルをSTING（integrated Service 

of Transport, Information Network and 

Grid）と名付けました。Transport（運輸）、

Information Network（情報通信）とGrid（電

力網）を統合して運用する地域のインフラと

しての機能もあります。

　Transport（運輸）については、元来が路

面電車です。しかし、長崎電気軌道の場合は

バリアフリー車両（LRV）が他の２要素と

の要となっているだけではありません。日本

の各地から譲り受けた車両があります。2016

年の地震の直後には熊本市電から来た車両に

くまもんの大きなステッカーを貼り「頑張れ

熊本号」として通常運行していました。義援

募金箱を車両に設置して、走行位置の確認に

統合型インフラSTINGを提唱
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はドコネを使って頂きま

した。

　Information Network

（情報通信）は、ドコネ

のサービスの根幹です。

2011年には、３Ｇの公衆

回線を使って低床車両と

空間情報サーバとの情報

通信を行っていました。

現在では光ファイバー専

用線とWi-Fiです。そし

て広義のセンサーとして

GPS、Bluetooth に加え

未来へ向けて

　最後に、これから取り組む予定の研究開発

について述べておきます。

　まず、2019年秋から開始するのは、ドコネ

のサービスの出発点となった歩行空間ネット

ワークデータの整備強化です。国土交通省の

「令和元年度地方自治体の既存施策と連携し

た歩行空間ネットワークデータ作成・活用に

関する現地事業」に協議会として応募したと

ころ選定されました。これまで市民会館電停

から興福寺までなど市内５カ所に整備した歩

行空間ネットワークですが、この度は電停か

ら観光スポットまでバリアフリー・ナビゲー

ションを可能とする歩行経路情報と施設情報

を整備します。

　次に予定しているのは、移動体PLC（電力

線通信）技術の確立です。既にPLCは家庭内

でコンセントを用いてインターネットを利用

てイベントの際にはNFCも活用しています。

ゲートウエイとしては特定小電力無線のマル

チホップも実証しています。2013年に成功し

たインターネット経由のライブ動画伝送は、

目に見える最大の成果となっています。

　Grid（電力網）について、ドコネにはこれ

まで特段の実績はありません。しかし、600v

専用線で電力供給を受ける車両は、通常の家

電製品が活用できる100vの供給口を持って

います。私たちは、これまでこの機能を使っ

て様々な実験を行っています。この機能を活

かせば専用の電力網は、非常時に街の電力網

を支援する役割を果たせると考えています。

（電気自動車による回生ブレーキと電力の「輸

送」については五島市三井楽町で実証済）

　路面電車の軌道は、単に車両を走らせるた

めだけではなく、情報通信の機能と電力網の

機能を統合させてまちづくりの強固な骨格に

する、というのがコンセプトです。

未来へ向けて
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する方法として実用化されています。私たち

は、電車のトロリー線を使って車両と本社間

の通信を実現させたいと考えています。災害

時に役立つバックアップ回線として、また通

信機能整備が遅れている他地域の軌道鉄道事

業者に活用して頂くことを願っています。こ

れについては、総務省から実験局免許を受け

て実施する予定です。

　さらに、長期的な展望を一つ。長崎新幹線

には、全線をフル規格とするかという難しい

議論が残されています。長崎の路面電車は、

軌間（軌道・鉄道レールの間隔）が1,435mm

でフル規格新幹線と同一です。一方、Ｖ・

ファーレン長崎のＪ１復帰もまた期待されて

います。これを後押しするのは大型スタジア

ムの建設計画ですが、交通アクセスの整備が

急務となります。ここで私が提案したいのは、

新幹線と路面電車の直通運転です。新幹線車

両の路面電車軌道走行は不可能ですが、路面

電車車両の新幹線線路走行ならば可能性があ

ります。軌間は同じでも電圧が異なるなど問

題は山積です。また、駅のプラットホームは

どうするのか、車両乗降口の高さの違いをど

のように克服するのか、さらに車内からの眺

望なども検討すべきです。これにはプラット

ホームにスロープを付けるという単純な対応

ではなく、パワーアシストの車椅子を街の移

動・乗車時の椅子・スタジアムや劇場での椅

子として多目的化シームレス化することなど

が解決の糸口として考えられます。スタジア

ム行きの専用車ならば車内全体にサッカーの

映像を投影するなど、交通事業と異業種によ

る新たなMaaSを構築するという方法もあり

ます。こうしたアイデアをSTING構想と関

連付けバッテリ車両の開発を検討するなど一

つずつ障壁を乗り越えたいと考えています。

【ドコネのご利用方法】
http://www.otter.jp/naga-den/
を直接入力するか検索サイトから「ドコネ」
で検索し、アクセスしてください。
携帯やスマートフォンならばQRコードでも
ご利用頂けます。


