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急拡大するシェアサイクルサービスの概要
~MaaS実現に向けたAWS活用～

堀 清敬

株式会社ドコモ・バイクシェア 代表取締役
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プロフィール

堀 清敬
ほり きよたか

1995年 NTTドコモ入社。

無線制御装置の開発エンジニアを経て９9年より経営企画業務

に従事。その後、日本電信電話、ドコモヘルスケアなどを経て、

2017年7月1日ドコモ・バイクシェア代表取締役に就任。
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■シェアサイクル事業の概要

■シェアサイクルシステムにおける
アマゾン ウェブ サービス（AWS）の活用

■シェアリング事業の将来

アジェンダ
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■シェアサイクル事業の概要
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What’s シェアサイクル

シェアサイクルとは、乗りたい時に借りて、行きたい場所で返すことができる

自転車のシェア（共有）サービス
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自転車は車両に搭載されたアタッチメントで管理され
アプリから予約・利用することが可能

利用の流れ

7



【参考】 CSA（Cycle Sharing Attachment）とは
シェアサイクルシステムの特徴
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東京
千代田区コミュニティサイクル
中央区コミュニティサイクル
港区自転車シェアリング

新宿区自転車シェアリング
文京区自転車シェアリング

江東区臨海部コミュニティサイクル
品川区シェアサイクル

目黒区自転車シェアリング
大田区コミュニティサイクル
渋谷区コミュニティサイクル

練馬区シェアサイクル
中野区シェアサイクル

仙台
仙台市コミュニティサイクル「DATE BIKE」

奈良
奈良バイクシェア

大阪
大阪バイクシェア

横浜
横浜都市部コミュニティサイクル「baybike」

広島
広島市シェアサイクル「ぴーすくる」

川崎
川崎バイクシェア

直営エリア

システム提供エリア

金沢
金沢市公共シェアサイクル「まちのり」

※システム提供エリア

大分
おおいたサイクルシェア

★ID連携エリア ★

★

★
★★

★ ★

★

★

★

札幌
ポロクル

※システム提供エリア

敦賀
つるがシェアサイクル

★

※システム提供エリア

★

※嬬恋
つまごいパノラマレンタサイクル

※システム提供エリア

登録会員数（※2）

95万人

2019年度 利用回数（※2）

1,200万回
※2 直営のみ

車両台数（※2）

13,900台

ポート数（※2）

1,560カ所

サービス展開状況



・自転車数（都内） 9,300台

・ポート数（都内） 900カ所

都内サービス展開状況
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

４万回
11万回

55万回
35万回

100万回

220万回

810万回

470万回

約1,200万回

2011年サービス開始以来

年々利用は増加し昨年度は1,２00万回を突破

サービス利用状況
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<都市型> <観光促進型>

札幌

名古屋

沖縄

日光

尾道

都市に合わせた形でシェアサイクルシステムを提供

市民の交通を補う二次交通の一つとして設置 観光交通を補う形で設置。レンタサイクルの代替など。
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地方都市へのシステム提供

金沢



観光地/地方地域

バイクシェアシステム

都市自宅

自動車 鉄道 タクシー カーシェア
・・・
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バイクシェア社がめざすもの
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DCM
シェアリングPF
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スマートロック

ドコモ・バイクシェア シェアサイクル
パートナー

シェアリングプラットフォームについて

次世代
モビリティ

通信/制御
モジュール MaaS PF

（鉄道会社など）

MaaS PF MaaS PF

鉄道 カーシェアタクシーレンタカー ロジ自動車

地図
アプリ

乗り換え
案内
アプリ

キャッ
シュレス
アプリ

アプリケーション連携

プラットフォーム連携

ハードウェア連携
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シェアサイクルを含む最適ルートの検索。

バス・電車・車だけではない移動の選択肢が増えている。

NAVITIME Travelから1日パスの購入も可能。

連携事例
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RingopassアプリにSuicaを登録すれば、
タクシー配車・決済も、シェアサイクルの利用・決済もワンストップ
で行える。
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連携事例



サービスの内容 協力企業・団体・自治体 サービス名称

予

約

・

決

済

レンタカー (株)トヨタレンタリース神奈川 トヨタレンタカー -

カーシェアリング (株)トヨタレンタリース横浜 ラクモ -

日産自動車(株) 日産レンタカー -

（株）日産カーレンタルソリューション e-シェアモビ -

シェアサイクル (株)ドコモ・バイクシェア ｂaybike(ベイバイク) 〇

みなとぶらりチケット

みなとぶらりチケットワイド

MOV(モブ)

JapanTaxi（ジャパンタクシー）

横浜市(経済局) テイクアウト＆デリバリー店舗

横浜市(都市整備局) 無料Wi-Fiスポット

(株)PIJIN

横浜市(港湾局)

ベイサイド・ブルー(連節バス)

あかいくつ

京浜急行電鉄(株) 京急オープントップバス -

水上交通各社※1 各種クルーズ船 -

地元商店街の

イベント・お得情報
各商店街※2 各商店街のHPとの連携 -

〇

地域のお役立ち情報

-

YOKOHAMA TRAVEL GUIDE -

多彩な交通情報

横浜市(交通局) -

全

国

共

通

全国の電車、飛行機、バス等の公共交通機関を用いたルート検索機能とアプリ内での予約・決済(一部サービスを除く)

＊一部地域では、地元のイベント・観光情報も掲載しています。

横

浜

版

で

追

加

さ

れ

た

機

能

デジタル一日乗車券 横浜市(交通局) 〇

タクシー配車 (株)Mobility Technologies

「全国の公共交通機関を含めたルート検索機能」と「予約・
決済機能」に加えて、横浜ならではの交通サービスや観光情報
を連携。

＜神奈川県オールトヨタ販売店プレスリリースより＞
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連携事例
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連携事例

電動小型モビリティ

＜ＩＬＹ－Ａｉ＞ 「ＩＬＹ－Ａｉ」は「アイシン精機株式会社」が提供する、電動小型モビリティです

海浜幕張エリアで次世代モビリティーを活用した実証実験

三井アウトレットパーク幕張内や海浜幕張駅周辺で電動小型モビリティー「ＩＬＹ－Ａｉ（アイリーエーアイ）」を使ったシェアリングサービスの実証実験を実施。

電動小型モビリティ「ILY-Ai」にシェアリングプラット
フォームを実装させ、貸出可能台数の把握・予約・
利用・返却までの無人対応を想定したシェアリング
サービスを検証。



■シェアサイクルシステムにおけるAWSの活用
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サービス拡大の中で安定的にサービスを運営するために、
システム更改が必須であった。

加えて、MaaSを見据えた連携拡大を鑑みて、
柔軟性・汎用性のあるプロダクト全体のリニューアルを同時に検討。

システム更改検討当時の課題

利用者の急拡大に伴い
システムの負荷が急激に上昇

サービス立ち上げ時のプロダクト
（システム・アプリ・ハード）のため

柔軟性が無い
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システム更改 –検討のポイント-

汎用性が高く、実績があり信頼性の高いAWSを選定
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システム全体像（参考）
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AWSでのシステム更改と合わせてアプリ・ハード側でも様々な改善を実施
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アプリの更改

UI/UXを見直し使いやすさを
追求しつつ

Amazon API Gatewayを
活用し新機能も追加



アタッチメントの更改

使いやすさ・メンテナンス性・耐久性を追求しつつ
AWS IoT活用による双方向通信を実現

photo by Michinori Aoki 202１年４月以降 投入予定
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AWSを中心に全面刷新を実現

AWS導入効果
・利用増のボトルネックがシステムでなくなった
・AWS Lambdaを活用した MaaS事業者とのスピーディな連携
・新サービスをスピーディに開発
・監視業務の外部委託化を実現

今後のチャレンジ ―AWSの徹底活用による新たな取り組み―
・AWS IoTを活用した新機能によるサービス性の向上
・連携パートナーのさらなる拡大
・オペレーションデータの分析・活用による業務効率化
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