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■ 論文要旨 ■ 

 高齢者が運行し高齢者が乗車するバスに IC カードによる回数券利用システムの導

入をした。機器は、主にタブレット端末を使用し、IC カードへ回数券情報の書き込

み・読み取りを行なう。タブレット端末は、IT 機器に不慣れな高齢者（運用者）でも

容易に扱え、大型の画面で視覚的、感覚的に操作しやすいことが分かった。ディスプ

レイ上で簡単に操作でき、コスト面でもシステム導入のハードルを下げる。また、ネ

ットワークを介して、IC カードの利用履歴を特定の人に情報配信することも可能だ。

乗客（利用者）は「IC カードを持つ」といったシンプルな動作が、積極的な利用につ

ながった。IC カードは高齢者でも抵抗感なく使用できることも分かった。これらを上

手に組み合わせることによって、ICT と疎遠な高齢者でも、ICT を使いこなすことが

できる。高齢者に ICT を意識させず、普段どおりの生活を送りながら、雇用創出や安

心安全が手に入る ICT技術の導入が、超高齢社会を迎える日本を豊かにする。 
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1. はじめに 

総務省では、東日本大震災を契機に「ＩＣＴスマートタウン1」の先行モデルの早期実現を図って

いる。災害に強い街づくり、地域が複合的に抱える諸課題の解決、経済の活性化・雇用の創出、

国際社会への貢献・国際競争力の強化などがテーマだ。平成 23年 12月から「ＩＣＴを活用した

街づくりとグローバル展開に関する懇談会」（座長：岡素之 住友商事株式会社相談役）が開催さ

れており、そこでとりまとめた報告書を踏まえ、平成 24年 12月から「ＩＣＴ街づくり推進事業」が始

まった。 

この実証事業（平成 24年度）には、全国から 55件の応募があり、5件が採択された。メイテツ

コムは、名古屋大学、岐阜大学、豊田市とともに、愛知県豊田市の足助地域を対象とした「平常

時の利便性と急病・災害時の安全性を提供する市民参加型ＩＣＴスマートタウン」を推進した。期

間は、平成 24年 12月から平成 25年 5月までの半年間で、開発から運用までを行なった。公共

の実証プロジェクトであるため、「ビジネス」とは少し違った視点でＩＣＴの活用を考察することがで

きた。 

1.1. 豊田市の「足助地域」について 

ここで、ＩＣＴ街づくり推進事業のモニター地域である「足助地域」について説明する。この地域

は、豊田市の中山間に位置しており、人口は 9,000人弱ほど。秋には紅葉で有名な「香嵐渓」と

いう名所を持つ自然豊かな地域である。自然が豊かな反面、インフラ整備が十分とは言えず、公

共交通機関としてはバスを利用するしかない。更に、高齢化も進んでおり、高齢化に対する諸問

題の解決をＩＣＴ導入によって試みた。しかし、高齢者の多くはＩＣＴに触れたことがなく、携帯電話

の電波が届かない場所もあるので、携帯電話さえ持っていない人が多かった。 

このような足助地域は、図 1のとおり、65歳以上の割合は 33.79%に達している。日本の中山間

地域の典型といえる「超高齢社会2」への歯止めが掛からない地域である。図 1の人口グラフから

も読み取ることができるが、65歳以上でも元気なうちは、地域を多方面で支えるため働くことが今

後大切になってくる。その働ける環境づくりを私たちが ICTをとおして構築すべきである。 

 

                             
1 情報通信技術（ICT）を活用することによって、街の機能の効率化、街の魅力向上、新たなビジネスや産業の創出

などに寄与するとともに、安心・安全で、弾力的・永続的に進化する街のこと。 
2 一般的に 65 歳以上の人口が総人口に占める割合が 21%以上の社会を指す。  
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足助地域人年齢別人口グラフ
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出典：豊田市ホームページから http://www.city.toyota.aichi.jp/jinko_data 

図 1 足助地域の人口（平成 25年 6月 1日現在） 

 

一方で、もう働くことが難しい一人暮らしの高齢者、毎日のように病院通いが必要な高齢者が増

えているのも事実であり、健康面や万が一のときに不安を感じながら生活を送っている。その家族

も同じよう不安に思っている。 

ＩＣＴの技術を導入することで、働く環境づくりの構築、万が一のときの不安を軽減することがで

きると、このプロジェクトをとおして実感できた。 

今回のプロジェクトでメイテツコムは、地域を走るコミュニティバス「あいま～る」3（以下、あいま～

る）に ICカードによる回数券利用ができるシステムを開発し導入した。筆者が、その中でも深く関

わったのは、システムの運用側である「あいま～る」の運転手である。年齢は、65歳～75歳で、民

間などのバス運転手を一度定年退職している。運転に関してはプロフェッショナルだが、ＩＣＴとは

今まで無縁であった。無縁であったからこそ、運用するシステムは「シンプルで、ミスが誘発されな

いシステムが大切であること」に気付かせてくれた。バスの乗客（システムの利用者側）は、大多数

が 80歳前後の高齢者であったが、このＩＣＴのプロジェクトに賛同し、受け入れてくれた。 

このように、ＩＣＴを高齢者が運用・利用する社会は、近い将来、都心部やその近郊でも訪れる

日がくるであろう。高齢者が容易に運用・利用できるシステムを開発することで、超高齢社会への

対策が可能になる。ICTを上手に活用することができれば、超高齢社会への対策が急がれる日

本でも、人々に安心安全を提供できるであろう。 

本論文では足助での実証事業をもとに高齢者に優しいシステムとはいかにあるべきかを論じる。 

 

 

                             
3 足助地域では、豊田市が民間のバス運行事業者に委託し「あいま~る」という名称で運行されている。週に１度、基

幹バスが通っていない集落への送迎を行い、足助町内は平日のみ主要な施設を経由し巡回している。 

足助地域総人口  8635 人 

65 歳以上    2.918 人 

65 歳以上の割合 33.79％ 
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2. 取り組んだ事業の概要 

この事業の背景は、日本の国土と人口の過半を占める中山間地域や中小都市を中心に、超高

齢社会への日々の対応と、緊急時・災害時対策の向上である。そのために、「医療分野」と「交通

分野」の先進融合による「ＩＣＴスマートタウン」を目指した。 

目的としては、下記のように大きく分けて３つある。 

1. 患者の診察カードと個体情報の集約化、公共交通ＩＣカードと医療カードの統合で、「い

つも」使えて、「まさか」のときにも役に立つカードを普及促進する。 

2. 災害時の救命・復興支援に必須の通行可能道路をリアルタイムに把握、被災住民の医

療情報の提供、迅速で確実な救命活動支援によって、かけがえのない人命救助を徹底

する。 

3. 「市民力」で収集したビッグデータを活用し、市民ニーズに直結したハード・ソフトの街づ

くり施策の推進をする。 

メイテツコムは、主に「1」のＩＣカードの作成と、公共交通（「あいま～る」）で利用できるＩＣカード

回数券システムの構築を担当した（図 2点線囲み部分参照）。 

 

 

 

出典：総務省ホームページから http://www.soumu.go.jp/main_content/000229214.pdf 

図 2 事業全体のイメージ 

 

2.1. 交通・医療統合ＩＣカードについて 

今回のプロジェクトで先進的な部分が、交通と医療のＩＣカードを統合させた点だ。 

まず、交通ＩＣカードとは、関東圏では既に普及している、Suicaや PASMO と言ったＩＣカード

に電子マネーとしてチャージできるものである。今回の実証事業は、愛知県下で、名古屋鉄道

と名古屋市交通局が 300万枚発行済みの manacaに医療カード機能を統合することを目指し

ていた。しかし、manacaへの統合は相当数のカード発行が必要であり、コスト面で断念せざる

をえなかった。したがって、manacaへの統合を見据え、現状の manacaの制約と同等のＩＣカー

ドの作成を行なった（表 1参照）。 

 

 

メイテツコム担当 
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表 1 「manaca」の制約 

 

 

 

 

次に、医療ＩＣカードとは、岐阜大学を中心に開発、同県下で普及が進んでいる medica とい

う医療情報が書き込まれたＩＣカードである。このＩＣカードは、岐阜県内では、12,000人が保有

しており、GEMITS(Global Emergency Medical Supporting Intelligence Transport System)の中

で運用されている医療情報ＩＣカードで、急性期医療に必要な判断の元となる知識

（Intelligence）を病院前から、病院内、病院間そして最後には介護まで連携するためのシステム

である。 

 つまり、救急搬送の際、話すことができない患者の代わりに medica さえ持っていれば、救

急隊員が専用端末を使い、ＩＣカードから患者本人の医療情報を読み取り、最適な病院の選定、

迅速な救急治療を行なうことができるシステムである（図 3参照）。 

 
出典：総務省ホームページから http://www.soumu.go.jp/main_content/000229214.pdf 

図 3 GEMITSイメージ 

 

本事業では、患者が外出する際にＩＣカードの携帯性を高める動機付けとして、平常時には

交通ＩＣカードとして使用でき、緊急時には医療ＩＣカードとしても使用できる、交通・医療統合カ

ードをオリジナルで作成した。このＩＣカードは、愛知県豊田市の足助地域のモニター（足助病

院の患者）に「あすけあいカード」（図 4参照）として、1,000枚発行し、足助病院で医療情報を

書き込んだ上、予備用、機器開発用を除き、855枚を配布した。 

機能としては、FeliCaポケットを用いてのコミュニティバスの回数券機能の搭載、回数券利用

時にエコポイントの付与、緊急時に利用する医療情報を自由領域からの読み取りができる機能

を有している。

項目 「manaca」の制約 

カードタイプ FeliＣa 

機能 交通系 SF、FeliCaポケット搭載 

メモリ容量 自由領域 992bytes 
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図 4 あすけあいカードデザイン 

 

2.2. 回数券システムの説明 

回数券システムとは、「あいま～る」でのＩＣカードによる回数券利用と、足助病院・近隣スー

パーでの回数券購入（チャージ）ができるシステムである。また、GPSによる位置情報の取得も

しており、乗客の乗降履歴も記録している。これらの情報は、サーバでも管理しており、ＩＣカー

ドの利用履歴、購買履歴、GPS履歴などを記録している。 

具体的には、図 5のとおり、フェリカポケットマーケティング社の「NEXTOUCH」というタブレッ

ト端末に Androidのアプリケーションを開発し、インストールした。このアプリケーションで、バス

車内では、回数券の引き去り4、足助病院などでは、回数券の購入ができるようになっている。

「NEXTOUCH」にはバッテリーが内蔵されていないので、バス車内ではバッテリーを外付けした。

また、スマートフォンによる GPS情報の取得をした。ＧＰＳの取得は、将来的にＧＰＳに基づいた

乗降区間自動判定による料金精算の仕組みを開発するための機能実験である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 回数券システム端末 

 

また、「あいま～る」は、マイクロバスやハイエースといった車体であるのと、スクールバスとし

ても使用されているため、端末の設置場所の確保が難しく、図 6のように収納筐体をオリジナ

ルで作成し、持ち運びが容易にできるようにした。 

 

 

 

                             
4 回数券を利用する枚数のこと。１枚のカードで、一人での乗車であれば１枚の引き去り。二人であれば２枚の引き

去り。 

ここでいう「引き去り」とは、ＩＣカードにチャージしてある回数券残枚数から、利用する枚数分、「減算」するこ

と。例えば、５枚分の回数券がＩＣカードにチャージされている状態で、「２枚引き去り」すると、ＩＣカードのチ

ャージ枚数（残枚数）は、３枚分になる。 

表 裏 

NEXTOUCH 

バッテリー 
GPS 

スマホ 
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図 6 収納筐体 

3. 回数券システムの運用・利用について 

回数券システムは、平成 25年 4月から運用を開始した。「あいま～る」の運転手は、前述の

とおり高齢者であり、ＩＣＴとは無縁であった。もちろんパソコンなどは一切触ったことがなく、

回数券システムを運用する上で運転手が使用方法をマスターし、ミスなく運用して貰う点に最も

苦労した。 

乗客は運転手よりも更に高齢者であるので、乗客から ICカードを運転手が受け取り、運用

することにした。超高齢社会の中で、今回のシステムは運用・利用をしなければならなかったの

である。 

3.1. 回数券システムの問題点 

システム開発時に、できる限りシンプルしたつもりであったが、運用開始後には、様々な問題

が起きてしまった。下記に「ＮＥＸＴＯＵＣＨ（タブレット端末）」操作上の問題点を示す。 

1. 回数券の引き去り枚数を確認せず、引き去りをしてしまっていた。これは、１枚のカ

ードで複数人乗車することが想定されたため、このような機能を作った。しかし枚数

変更ボタンに意図せず触れてしまうと枚数が変わり、誤引き去りが起きてしまった

（図 7 参照）。 

2. 正常時とエラー時の判定が分かりにくく、回数券の引き去りが完了していないにも

関わらず、乗車させてしまった（図 7 参照）。 

 

14Copyright © Meitetsucom Co., Ltd. All Rights Reserved 

取り組んだ事業の概要 –運用の問題点-

回数券引き去り時（複数枚引き去り）の問題点

あいま～る回数券決済システム操作手順

● 2 バス車内での決済● 2 バス車内での決済

バス運行中の画面

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

①運転手さんに「あすけあいカード」を渡す。

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

②運転手さんが「あすけあいカード」をタッチする。

カード読み取り中…

カード読み取り画面 正常

エラー

ご利用枚数の を
タッチすることにより、
利用枚数の変更が可能
であった。

しかし、意図せず触れ
てしまい誤引き去りが
起きた。

情報がたくさんあり、

判別が難しかった。

エラー表示が直感で分からなかった。

メッセージを読んでくれない。  
図 7 複数枚引き去り 
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3. 誤引き去りをしてしまった際、引き去り戻し5という機能があるが、間違えてこの引き

去り戻しの画面で最初から運行し、回数券を増やしてしまった（図 8 参照）。 

15Copyright © Meitetsucom Co., Ltd. All Rights Reserved 

取り組んだ事業の概要 –運用の問題点-

回数券引き去り時（引き去り戻し機能）の問題点

乗客の回数券を増やし
てしまった。

メニューに

”回数券引き去り”

”回数券引き去り戻し”

”カード情報確認”

と３つメニューを準備。

ボタンの色も同じで
あった。

３つのメニューのうち、”

回数券引き去り戻し”で運

行してしまった。色はオ
レンジで警告をしていた
が、画面が分かりずら
かった。

※引き去り戻しは、誤って引き去りをしてしまった場合に、回数券を戻す機能。

 

図 8 引き去り戻し機能 

 

これらのミスは、機能を複数持たせたことが原因である。また、端末自体の音がバスのエンジ

ン音で、聞こえづらいというハード面での原因もあるが、コストの制約で汎用端末を利用するし

かなく、音量の問題は解決が難しい問題であった。将来的には、増幅アンプとの連携をし、画

面と音の両方でミスの排除が必要だ。 

今回使用した NEXTOUCH端末は、タブレット型端末6である。パソコンに慣れてない高齢者

でも、画面を見ながらボタンにタッチすることによって、比較的簡単に回数券引き去り画面まで

セットすることができる。銀行のＡＴＭで画面をタッチして、お金を引き出したり、振込みをしたり

する操作と似ている。画面の大きさは 10 インチで、当初、端末としては大きすぎるのではない

かとの懸念もあったが、バス運転手からは、高齢者向けにちょうどよいという意見であった。しか

し、運転手はバス運行に専念しなければならず、画面表示されている情報を確認する余裕がな

く、押し間違い、確認不足による誤操作が起きてしまったのである。 

                             
5 回数券を払い戻すこと。「引き去り」と反対の機能で「引き去り戻し」は回数券の「加算」機能。例えば、一人で

バスに乗車するのに、誤って「２枚引き去り」をしてしまった場合は、「１枚分」を返却しなければならない。 
6 iPadのような、ディスプレイを指でタッチすることによって操作ができる板状型端末のこと。 

  
 

回数券引き去り 

  

  
   

  
 

  

  
 

回数券引き去り戻し 

カード情報 

  

  
 

戻る 戻る 
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回数券システムの改善点 

これらの課題を踏まえた上で、システムの改善点を以下に示す。 

1. 引き去り枚数は１枚に固定する。完了の表示、エラー表示などを単純化し、色や記

号で感覚的に分かるようにする（図 9 参照）。 
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取り組んだ事業の概要 –運用の改善点-

回数券引き去り時は１枚利用に固定し、記号・色で判別あいま～る回数券決済システム操作手順

● 2 バス車内での決済● 2 バス車内での決済

バス運行中の画面

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

①運転手さんに「あすけあいカード」を渡す。

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

②運転手さんが「あすけあいカード」をタッチする。

カード読み取り中…

カード読み取り画面

あいま～る回数券決済システム操作手順

● 2 バス車内での決済● 2 バス車内での決済

カードタッチ時、正常画面

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

乗車時に、カードを
タッチしてください

③青い画面で、「○」 残り○枚と表示されたら、引き去り完了。
「残り○枚です」と乗客に伝え、カードを返す。

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る
④カードの読み取りに失敗した場合や、回数券残数が無い場合には、

赤い画面で「×」と、エラーメッセージをお知らせする。

残り○枚

ＯＫ

○

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

カード読み取りに失敗しました。

ＯＫ

×

カードタッチ時、エラー画面

あいま～る回数券決済システム操作手順

● 2 バス車内での決済● 2 バス車内での決済

複数枚引き去り画面

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

乗車時に、カードを
タッチしてください

⑤複数枚引き去る場合は、連続でタッチをし、人数分繰り返し
黄色い画面で、「はい」ボタンを押す。 （※２回タッチ防止機能）
現状は、30分以内に２回タッチすると、この画面が表示される。

⑥青い画面で「○」、残枚数が表示されれば、引き去り完了。

戻る

カードタッチ時、正常画面

２枚目引き去り？？
はい いいえ

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

乗車時に、カードを
タッチしてください

残り○枚

ＯＫ

○

戻る

あいま～る回数券決済システム操作手順

● 2 バス車内での決済● 2 バス車内での決済

バス運行中の画面

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

①運転手さんに「あすけあいカード」を渡す。

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

②運転手さんが「あすけあいカード」をタッチする。

カード読み取り中…

カード読み取り画面

正常

エラー利用枚数は１枚に限定し、
誤引き去りを防止

○と青で正常を示し、残枚
数の表示に限定

×と赤でエラーを表現し、
エラーを強調

  
図 9 改善後画面① 

 

2. ２枚引き去りの場合は、２回カードをタッチする（図 10参照）。 
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取り組んだ事業の概要 –運用の改善点-

回数券引き去り時（複数枚）

あいま～る回数券決済システム操作手順

● 2 バス車内での決済● 2 バス車内での決済

複数枚引き去り画面

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

乗車時に、カードを
タッチしてください

⑤複数枚引き去る場合は、連続でタッチをし、人数分繰り返し
黄色い画面で、「はい」ボタンを押す。 （※２回タッチ防止機能）
現状は、30分以内に２回タッチすると、この画面が表示される。

⑥青い画面で「○」、残枚数が表示されれば、引き去り完了。

戻る

カードタッチ時、正常画面

２枚目引き去り？？
はい いいえ

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

乗車時に、カードを
タッチしてください

残り○枚

ＯＫ

○

戻る

あいま～る回数券決済システム操作手順

● 2 バス車内での決済● 2 バス車内での決済

バス運行中の画面

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

①運転手さんに「あすけあいカード」を渡す。

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

②運転手さんが「あすけあいカード」をタッチする。

カード読み取り中…

カード読み取り画面

いいえ

あいま～る回数券決済システム操作手順

● 2 バス車内での決済● 2 バス車内での決済

複数枚引き去り画面

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

乗車時に、カードを
タッチしてください

⑤複数枚引き去る場合は、連続でタッチをし、人数分繰り返し
黄色い画面で、「はい」ボタンを押す。 （※２回タッチ防止機能）
現状は、30分以内に２回タッチすると、この画面が表示される。

⑥青い画面で「○」、残枚数が表示されれば、引き去り完了。

戻る

カードタッチ時、正常画面

２枚目引き去り？？
はい いいえ

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

乗車時に、カードを
タッチしてください

残り○枚

ＯＫ

○

戻る

２重タッチ防止の為、一定時間内（30分以内）に２回
タッチすると、警告がでる。但し、１枚の引き去りに限
定した為、一度に２枚引き去る場合は、２度タッチする。
コメントも”２枚目引き去り”が”はい”or”いいえ”に変更。

色は、判別しやすい黄色にした。

あいま～る回数券決済システム操作手順

● 2 バス車内での決済● 2 バス車内での決済

バス運行中の画面

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

①運転手さんに「あすけあいカード」を渡す。

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

②運転手さんが「あすけあいカード」をタッチする。

カード読み取り中…

カード読み取り画面

引き去り完了画面

通常画面に戻る

はい

 

図 10 改善後画面② 

 

3. 引き去り戻しの機能はつけない。誤って引き去ってしまった場合は、病院などのチ

ャージ場所で回数券を戻す（図 11 参照）。 
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取り組んだ事業の概要 –運用の改善点-

回数券引き去り戻し機能の削除

回数券引き去り戻し機能は、複数枚引き去りボタンを無くし、誤引き去りの可能性が

低くなった為、引き去り戻し機能をバス運行メニューから削除した。

誤引き去りが起きた場合は、売店メニューに回数券引き去り戻し機能を追加し、

対応することとした。
 

図 11 引き去り戻し機能削除 

 

 システムの改善後、ミスは起きていない。システム上、１枚の引き去りに固定されているので、

誤引き去りは、複数回タッチしない限り起きないようになったからだ。また、バス車内での引き去

り戻しの機能も排除したため、ミスする可能性が更に低くなった。運転手からも、残枚数の把握、

エラー表示が視覚的、感覚的に分かりやすくなったと好評であった。 

 

3.2. スマートフォンの利用 

また、今回はスマートフォンを用いてＧＰＳ情報を取得した。図 12は、ＧＰＳから、取得した緯

度、経度を、Google Mapsにプロットしたものである（赤線）。 

 

図 12 ＧＰＳ取得プロット図 

 

© Google 
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ＧＰＳの正確性や使い勝手の検証も行ないたかったため、機種をあえて統一しなかった（図

13参照）。その結果、機種によるＧＰＳの正確性に大差は出なかったものの、機種の操作性、

電源ボタンを押す感触、画面の大きさなどで、使用感にはかなり差があったようだ。電源ボタン

ひとつとっても、大きさや位置が違うので、特に高齢者が使用する場合は、ハード面に関しても

慎重に選択をする必要あることが分かった。しかし、慣れてしまえばスマートフォンのタッチをす

るという行為は、分かりやすいとの意見が多かった。 

スマートフォンを使う動機付けと、使用するアプリケーションをシンプルに作れば、高齢者でも

スマートフォンを使用することは可能である。 

 

 

図 13 ＧＰＳ用スマートフォン 

 

3.3. 回数券システムの今後の課題 

ボタンを複数回押さないと、運行画面（回数券引き去り画面）まで到達しないところが、今後

の大きな課題である（図 14参照）。 

これは、すべてを自動化しても解決する課題ではない。誤操作の際、かえって手間が掛かっ

てしまう可能性があるからだ。しかし、ボタン操作の回数を減らすことは可能である。特に「⑤の

戻るボタンを押す（図 14参照）」というは、自動で次の画面に遷移してもなんら問題はなく、ダウ

ンロード失敗時のみ、再ダウンロードをすればよい。 
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取り組んだ事業の概要 –今後の課題-

運用者の操作負荷の軽減

あいま～る回数券決済システム操作手順

● 2 バス車内での決済● 2 バス車内での決済

バス運行中の画面

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

①運転手さんに「あすけあいカード」を渡す。

あいま～る：回数券引き去り：○○路線

戻る

乗車時に、カードを
タッチしてください

②運転手さんが「あすけあいカード」をタッチする。

カード読み取り中…

カード読み取り画面

①電源ボタンを
入れる

②専用カードで
ログイン

③利用停止カー
ド情報のダウ
ンード

④ダウンロード
ボタン押す

⑤戻るボタン押す⑥運行する路線の
選択をする

⑦回数券引き去りボタンを押す

⑦回数券引き去
りボタンを押す

運行中画面までセットするのに最低７回ボタンを押さなければならない。
全てを自動化しても解決する課題ではない。誤操作の際、かえって手間が掛かって
しまう可能性があるからだ。しかし、ボタン操作の回数を減らすことは可能である。
特に「⑤の戻るボタンを押す」というは、自動で次の画面に遷移してもなんら問題
はなく、ダウンロード失敗時のみ、再ダウンロードをすればよい。  

図 14 今後の課題 

 

7 
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このように「無駄な操作を排除し、できる限り運用者に時間と手数を掛けさせない」を、もっと

突き詰めれば、高齢者に優しいシステムとなる。最も、車載器のようなシステムは、画面も操作も

シンプルでなくてはならない。ともすると、オフィス用システムの感覚で作ってしまいがちだが、

「シンプルで分かりやすく」という点を抑えておく必要がある。 

 

4. サーバ間のデータ連携 

今回、サーバの部分は、高齢者による運用ではないが、今後のシステムの活用に関係してく

るので簡単に触れておく。 

ＩＣカード管理及び回数券管理のために、図 15のようにサーバを構成し、データ連携を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 サーバ構成 

ＩＣカード情報及び利用者情報（カード保有者情報）は足助病院にて「ID管理サーバ」に登

録される。それらの情報を「ID管理サーバ」から「あいま～る回数券管理サーバ」に受信する。 

「あいま～る回数券管理サーバ」から車載機・チャージ機に対しては、無効データ（ネガデー

タ）を１日１回送信するとともに、回数券利用実績及びチャージ実績を受け取る。更に同サーバ

からは１日１回、エコポイントサーバに対して回数券利用実績を送信し、エコポイントサーバで

は１乗車につき１ポイントを付与する。 

「ID管理サーバ」には詳細な個人情報が保有されているが、「あいま～る回数券管理サー

バ」では回数券システムの運用上に必要な最低限の個人情報（氏名や連絡先）にとどめること

で、交通・医療にまたがったシステムのデータの分離を行い、セキュリティに配慮した。 

「あいま～る回数券管理サーバ」には、利用者の購入履歴や回数券利用実績などが蓄積さ

れている。これらのデータを利用することで、高齢者の行動把握が将来的に可能になる。 

5. 終わりに 

以下に、今回のプロジェクト全体の考察をまとめる。  
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１． 高齢者を観察し、課題を洗い出す 

 開発者が高齢者の立場になり、システム開発したつもりであったが、想像以上に高齢者

と私たちの間にギャップがあったことを痛感した。例えばエラー表示の際、ディスプレイに

表示されている短いメッセージすら読んでくれなかったのだ。今回は、実験という側面もあ

ったので、導入後１ヶ月かけて運転手の操作を観察しヒアリングを行なうことができた。本

運用期間中であったが、改善策をまとめ、素早くシステム改修できたのである。 

 運用までのスケジュールによるが、プロトタイプなどを先行して製造し、高齢者の操作を

観察して課題を洗い出すことが望ましい。最初から見えてこない課題があることを前提とし

なければならない。実際のシステムを運用してみないと分からないことが多いのが、高齢者

が運用するシステム開発の特徴である。十分な試験運用期間を設け、課題を洗い出して

システムに反映することが大切である。 

２． ICカードの有用性 

 実証事業で最も危惧していたのが、「あすけあいカード」を持ってはいるが、バスの回数

券は通常の紙の回数券を使いたいという高齢者が多いのではないかということであった。 

 確かに、ＩＣカードは紙の回数券を何枚も持たなくてよいので便利である。しかし、残枚

数の把握が紙の回数券と比較して困難であるのだ。そのため、ＩＣカードでの回数券シス

テム利用は少ないのではと考えたからだ。 

 ところが、利用者の大半が 75 歳～90 歳という年齢であったのにも関わらず、残枚数の

把握をしていた。 更に、「あいま～る」を日常的に利用していて、かつ、「あすけあいカー

ド」を持っている方の約 75 パーセントが、ＩＣカードを利用したのである。これは、足助地域

のコミュニティが非常に密であり、口コミで広がっていった側面もあると考えるが、ＩＣカード

を抵抗感なく使用している点は、非常に大きな発見である。 

３． コストの問題 

 「あすけあいカード」の配布が個人の負担だったとしたら、普及は非常に厳しい

ものであったといえる。また、運用費のサーバ費・通信費などのコストも毎月、自

治体の負担で継続していくというのは非常に厳しい。本事業は、実証事業として採

択がされているので、国費（税金）を「ICT 街づくり推進事業」の運用・開発に

おいて使うことができた。「あすけあいカード」は、足助病院患者限定で希望者に

無料で配布を行なった。国や自治体が毎月赤字になる行政サービスを運用するのは

非現実的である。運用を継続していくためには、何らかの形で個人負担も考えてい

かなければならない。例えば、医療情報の書き込みの際は、1 枚当たり年間 1,000

円程度徴収するなどだ。個人が金銭的に多少負担することによって、カードの携帯

性が意識的に向上する可能性もある。家族が安心安全のためと考え支払うケースも

考えられる。そのように考えると、年間 1,000 円程度の負担は、決して高い金額で

はないはずだ。但し、年間 1,000 円という金額設定にするためには、相当数の普及

が必要である。 

 加えて、Suica や PASMO、manaca のような交通系 IC カードと医療 IC カード

の統合は必須で、地域限定 IC カードをオリジナルに作成していては、採算性があ

まりにも悪すぎる。医療カード medica のライセンス料などもあるので、従来の

500 円のデポジットでの入手は難しいかもしれないが、医療統合部分で上乗せされ

るコストは国が負担し、普及のためには従来どおり 500 円で発行できることが望
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ましい。 

 今後、交通医療統合 IC カードを持っていたことによって、救急時に適切で早急

な処置ができれば、入院費や手術費などを抑えられる可能性もある。相対的な医療

費の削減効果なども事業における検証の課題だ。まずは、赤字を出さない仕組みづ

くりが構築できれば、広く普及していくであろう。 

４． システムを高齢者に使いこなして貰うための開発ポイント 

1. 試験運用期間を前提としてスケジュールする。 

2. システムを高齢者がどのように操作しているかを観察し、分析する。 

3. 機能をできる限りシンプルにする。 

4. 色分けや、記号、画像を使い視覚的に判断しやすいよう画面作成をする。 

5. 画面が大型のタブレット端末を利用する。 

6. 利用者に複雑な操作をさせない。 

上記を念頭に置き、シンプルで分かりやすいシステムを提供できれば、その便利さは分かっ

て貰える。例えば、「あいま～る」の運転手は、その日の乗車人数を手書きで、報告書に記入し

ている。これが、すべてＩＣカードに変われば、報告書の作成が必要なくなり自分たちが楽にな

ることも理解してくれている。平成 24年度の実証事業は、平成 25年 5月で終了したが運用を

開始した 4月から 2 ヶ月あまりの短期間で、パソコンさえ触ったことがない運転手が、ＩＣＴの技

術を受け入れ運用できたことは、ICT導入の可能性を大きく広げた。 

また、利用者側の高齢者にとって優しいのは、特別なことをせずに IＣＴ技術が使えたことで

ある。「２．ＩＣカードの有用性」で、高齢者が「ＩＣカードを抵抗感なく使用していた」と書いたが、

これは、「カード１枚を持つだけ」というシンプルな行動がそうさせた。今までどおり、紙の回数券

を購入していた売店に行き、同じようにお金とＩＣカードを渡せば回数券を購入できるのだ。アン

ケート結果にもあるように、８割弱の利用者が ICカード導入によって、「あいま〜る」の利用が便

利になったと答えている（図 16参照）。 

 

出典：総務省ホームページから http://www.soumu.go.jp/main_content/000229214.pdf 

図 16 あいま～るのＩＣカード利用アンケート 
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本プロジェクトは、メイテツコムで初めて実証機関として「ＩＣＴ街づくり推進事業」に参加した。ま

だまだ、採算性やビジネスモデルとしての課題は多くあるものの、実証事業だからこそ新たなアイ

ディアが生まれたといえる。ビジネスであれば採算性が必ず引き合いに出されるので、高齢者に

対し、ここまでフォーカスしてＩＣＴ技術の導入を考えることができなかった。 

このプロジェクトの交通系ＩＣカードと、医療系ＩＣカードの融合は、既存のモノを利用し組み合わ

せたことによって、イノベーションが生まれた。異なる分野から共通項を見出し、組み合わせること

により魅力あるモノに進化させたよい例である。 

５． 今後の事業展開 

足助地域のように、交通系ＩＣカードが基幹路線バスなどでも使用できない地域での導入は、コ

ストの部分で大きなハードルがある。都心部では、交通系ＩＣカードは広く普及し、その利便性も広

く認知されている。むしろ、都心部のような地域のコミュニティが希薄なところでの導入の方が効果

は高いかもしれない。Suicaや PASMO、manacaなどと医療カードが統合できれば、人々の暮らし

に確実に安心安全が提供できる。 

本事業では医療と交通という全く違った領域で、セキュリティを確保しながらＩＤで個人の管理を

した。昨今、共通番号制度（マイナンバー）導入に対して否定的な意見もあるが、本事業は共通

番号制度の走りともいえるかもしれない。国民ひとりひとりが共通ＩＤを持てば、従来、縦割りの情

報であったものが連携できるのである。足助地域のように、ＩＣカードを高齢者が交通で利用し、携

帯性が高まるようになれば、一人暮らしで、家族が離れたところで生活している高齢者を「見守り

サービス」と結びつけることは、比較的簡単である。「見守りサービス」とは、高齢者がバスや電車

を利用したり、病院に訪れたりした際に家族にリアルタイムに通知するサービスである。確かに、プ

ライバシーやセキュリティは大きな問題であるが、運用者・利用者の立場になり、ニーズに合致し

たシステムをカスタマイズして導入できれば、「超高齢社会」で、ＩＣＴの貢献度は増していく。 

以上 



17 

参考文献 

[１] 豊田市ホームページ： http://www.city.toyota.aichi.jp/jinko_data 

[２] 総務省ホームページ： http://www.soumu.go.jp/main_content/000229214.pdf 


