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Japan Share-Cycle Association
一般社団法人 日本シェアサイクル協会

今、なぜシェアサイクルが必要なのか

シェアサイクルが
新たな交通環境を
創り出します！
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＝ 新たな交通 “ +
プラス

1マイル”自転車を用いた
シェアサイクル

鉄道・地下鉄 バス・タクシー・マイカー
プラス 1mileマ イ ル

シェアサイクルが持つ “ メリット ”

鉄道駅

観光スポット

水上バス

プラス・ワンマイル

駐車場
車から自転車に
乗り換え、目的地へ

商業施設に、ビジネスに、観光に！
徒歩だと時間がかかる場所も
各ポートから自転車で目的地へ

バスから自転車に
乗り換え、目的地へ

駐車場の確保が難しく
広い観光地も自転車で回遊

電車から自転車に
乗り換え、目的地へ

船から自転車に
乗り換え、目的地へ

バス

 複数のポートを自由に利用
「目的地まで “片道利用”」

公共交通の補強
自宅から駅やバス停まで
駅やバス停から会社や学校まで
日常の移動手段として

名所をめぐる観光利用
観光名所から観光名所へ
自由に行きたい場所をめぐる
周遊のための移動手段として

まちの活性化
ポート間を面的に、多方向に移動が
可能なため、まちの回遊性向上が期
待できる

健　康
自転車に乗ることはそのまま健康増進
につながり、医療費の抑制効果も期待
できる

通勤・通学・ビジネス
通勤・通学の手段の補強、企業向け
の法人会員制度などにより、ビジネ
スの移動ツールとして利用

環　境
公共交通機関の中で唯一、化石燃料に由来しない
動力源をもつ移動手段として、温暖化防止（CO₂
削減）に貢献する。渋滞緩和等も期待できる

観　光
ポートのネットワークを利用し「自転車
で巡るルート」等を提案し、新しい観光
スタイルの提案も
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先進都市では
“新たな交通機関”として機能

海外の事例シェアサイクル

● 海外における主なシェアサイクルの規模
自転車台数（台） ポート数（箇所） ポートあたりの自転車台数

（台 /箇所） 回転率（回 /台・日）

リヨン ※1（フランス） 3,000 347 11.5 8.3

パ リ（フランス） 23,600 1,197 13.3 4.6

バルセロナ（スペイン） 6,000 465 14.3 6.4

モントリオール（カナダ） 6,250 540 11.3 3.6

ロンドン 13,850 839 15.3 2.6

ニューヨーク（アメリカ） 9,789 751 16.0 6.4

台 北 ※2（台北市内のみ） 7,363 225 32.7 7.1

上 海（中国） 2,370,000 ─ ─ 0.7

杭 州（中国） 99,600 ─ ─ 4.5

出典：Institute for Transportation & Development Policy  “The Bikeshare Planning Guide” 2018年度版より　
 ※1 同上 2015年度版より 　※2 国土交通省資料より

杭州市公共自転車

杭州

ブロンプトン・バイク・ハイヤー

ロンドン

YouBike

台北

CityCycle

ブリスベン

バイク・ミー

CITI BIKE

ミラノ

ニューヨーク
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日本の “今 ”シェアサイクル

全国各地に普及拡大159都市で展開中
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シェアサイクルの実施都市数の推移

■ 平成30年度末までにシェアサイクルを
 本格導入している（H31.3.31現在）
■ 平成30年度末までにシェアサイクルの
 社会実験を実施している
■ 平成30年度末時点でシェアサイクルの
　本格導入や社会実験を検討　　　　　　　
　　
※国土交通省調べ

■  本格導入

■  社会実験

シェアサイクル実施状況

（H31.3.31現在）

159都市
64%28都市

11%

63都市
25%

出典：国土交通省

シェアサイクルの実施都市

※H31年3月3１日時点
※アンケート回答自治体のうち、本格導入・社会実験を図示
※民設民営の取組については、回答があった自治体を記載

シェアサイクル導入目的

※H31年3月3１日時点

回答数は適宜更新
※回答数のあった本格導入都市の集計
※複数回答あり
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観光戦略の推進のため

81公共交通の機能補完のため

75地域の活性化のため

36環境負荷の軽減のため

29健康増進のため

27自動車利用の抑制のため

20放置自転車の削減のため

12
自転車のシェアリング
による自転車総量の抑制

9その他

（都市）

104

（平成31年3月31日時点）
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シェアサイクル事例

東京都（11区  江東区、千代田区、港区、中央区、新宿区、
文京区、目黒区、大田区、品川区、渋谷区、練馬区）

　
▶歩道のデットスペースを活用して設置

東京都

札幌市レンタサイクル「ポロクル」

開始時期：2015年 5月
▶ 歩道上に設置

札幌市

金沢市公共レンタサイクル「まちのり」

開始時期：2012年 3月
▶民間施設の一角を活用 

金沢市

神戸市コミュニティサイクルこうべリンクル
「コベリン」

開始時期：2015年 3月
▶ 駅前に設置

神戸市

富山市自転車市民共同利用システム
「アヴィレ」

開始時期：2010年 3月
▶ 観光地施設前に設置

富山市

横浜市コミュニティサイクル「baybike」

開始時期：2014年 4月
▶ 街中のオフィスビル脇に設置

横浜市

鹿児島市コミュニティサイクル
「かごりん」

開始時期：2015年 3月
▶ 駅前に設置

鹿児島市

岡山市コミュニティサイクル
「ももちゃり」

開始時期：2013年 7月
▶ 商業施設前に設置

岡山市

福岡市「メルチャリ」

開始時期：2017年2月

千葉市「ハローサイクリング」

開始時期：2018年3月

千葉市

「Let's BIKE」

開始時期：2016年2月

神奈川県西等

福岡市

名古屋市「でらチャリ」

開始時期：2016年10月

名古屋市



5

構成システムシェアサイクル

貸出／返却は無人管理が基本
       自転車ロック式
3つのシステムに大別 ポートラックロック式
       駐輪場ゲート併用式

利用登録や料金精算に交通
系ICカードを用いる例が増
えていて、また、クレジット
カードでの精算など、キャッ
シュレス方式も多い。
また最近では、専用アプリ
をスマホにダウンロードし、
自転車のQRコードをスキャ
ンすることで、貸出し／返
却を行う方式も。

料金精算は交通系 IC カードやクレジットカードなど多彩

自転車に搭載されたバッテリーからの電源供給
によって、自転車に組み込まれたロック制御盤で
貸出／返却を操作するタイプ。ポートのラック
側に電源が不要なため、ラックは自転車の整列の
みを目的としたシンプルなもので済む。

自転車ロック式

▲ポートには位置認識用ビーコン等の設置が必要
だが、ラック自体は電源不要でシンプルなものに。

▲自転車に搭載されたバッテリーからの給電により、
貸出・返却機能を作動させている。

ポートに設置されたラックに自転車の貸出／返
却などを制御する機能が盛り込まれているタイ
プ。自転車のロック操作もラックで行う。各ラッ
クには電源供給が必要となるが、自転車を非電
動式などシンプルな仕様にすることができる。

ポートラックロック式

▲ラックに電源が必要になるが、自転車は非電
動式でOK。

▲自転車を収めるラック側に貸出・返却を認識する
機能が組み込まれている。

▲駐輪場の出入り口がそのままシェアサイクルの管理
ゲートに。自転車に取り付けられたICタグで管理する。

ポートにゲートを設置し、自転車に取り付けられ
たICタグをゲートの入出場時に読みとることで貸
出／返却を管理するタイプ。１つのゲートで駐輪
場とシェアサイクルの管理を一元的に行うことも
可能なため、既設の駐輪場にシェアサイクルを導
入することもできる。

駐輪場ゲート併用式
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これからシェアサイクル

通勤・通学から観光まで 誰もが使える便利な移動手段
小さなまちも大規模都市も

シェアサイクルが貢献します
シェアサイクルの普及・拡大のために

新たな公共交通機関として、
まちの活性化を担う移動手段としてシェアサイクルの位置付け

シェアサイクルを「公共交通」と捉えた
総合交通政策が成功・普及拡大へのカギ
を握っている
また、まちの活性化に貢献する新交通と
しての積極活用も期待されている

駅構内の案内版にシェアサイクルのポート情報が示されるなど、公共交通機関との
積極的かつ有効な連携を図ることで、シェアサイクルもまた「新たな公共交通機関」
として機能します。自転車活用推進法でも示されたとおり、環境負荷が小さく、健
康増進にも直結する自転車の活用は、今後の都市政策において欠かせない要素です。
また、買い物や観光等における地域の移動利便性を高め、まちの活性化に寄与する
新たな移動手段としても機能します。

■ 自転車の再配置作業のコスト軽減（ ITの活用等）とポート配置の最適化を図る

■ インバウンド対応（多言語対応、初期登録のしやすさ、支払いの多様性）を強化する

■ 将来的な隣接地域との連携・広域展開を視野にシステムの整合性・汎用性を確保する

事業者の
課題

■ 「新たな公共交通」としての位置付けの明確化

■ 管轄・担当部署間の連携（交通政策／まちづくり／観光／環境など）

■ 適切なポート設置場所の確保（地権者、交通管理者との交渉）

■ 自転車専用レーンの整備、利用者マナー向上施策等の実施
　（自転車活用推進法および自転車活用推進計画への対応）

行政への
要望

■ 利用料金に比して機器・システム、
　そして運営管理が高コストであること

■ 料金収入や車体広告、ポート看板の広告収入のみ
　では運営管理資金の不足分のカバーは困難

国や自治体からの
公的な助成・支援策
が求められる

自転車活用推進法「シェアサイクルの整備について」
2017年5月に公布された「自転車活用推進法」には、自転車活用推進の一環
として、シェアサイクルの整備についても明記されています。

第8条（抜粋）
「自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実
施されるべき施策は、次に掲げるとおりとする。（第8条の
3）自転車を賃貸する事業の利用者の利便の増進に資する
施設の整備」

資金的な
課題

自転車活用推進計画の要件

自転車活用推進法第9条
政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るため、前条に定める自転車の活用の推進
に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目
標及び自転車の活用の推進に関し講ずべき必要な法制上
又は財政上の措置その他の措置を定めた計画（以下「自転
車活用推進計画」という。）を定めなければならない。



A

Japan Share-Cycle Association
一般社団法人 日本シェアサイクル協会

【事務局】
〒103-0016  東京都中央区日本橋小網町7-2  ぺんてるビル7F
TEL ：03-3663-6281
FAX ：03-3667-0057
E-mail：jsca3533@gia-jsca.net
URL：http：//www.gia-jsca.net

2020.3


