Mobike社事例

世界展開する
自転車のスマート
シェアリングサービス

Mobikeは、世界の都市交通政策を変革する
ための有益な情報を、ボーダフォンのIoTを活用
して提供しています。

The future is exciting.

Ready?

Mobike case study

ボーダフォンのIoTを活用したMobikeが、
よりスマートな交通手段を実証
近年、
都市は過密状態となっており、
大気汚染も拡大しています。都市の住民がその移動手
段を考え直すことこそが、生活品質の向上や環境に対する影響の改善に向けた重要な機会
と言えます。Mobikeは、
世界最大のシェア自転車プロバイダーであり、
利用者が街の中を
どのように移動しているかというデータを収集および分析できる格好の立場にあります。
Mobikeが提供するサービス利用に関する情報は、世界の都市交通政策の改善に大きく
貢献しています。
課題
都市の交通計画の在り方を変える
Mobikeは、
中国で生まれたシェア自転車サービス
です。しかし、
このような表現だけでは、Mobike
を過少評価することになります。Mobikeが真
に目指すのは、世界中の都市計画や都市運営の
在り方変えることなのです。
Mobikeのインターナショナル事業担当責任者
であるFlorian Bohnert氏は次のように話します。
「Mobikeはテクノロジー企業であり、
どこにでも
停車できるドックレス型のスマートシェア自転車
サービスを提供しています。自転車は、ほとんど
誰でも利用できる世界共通の乗り物であり、移
動における最初と最後の1のマイル問題を解決す
る最善の手段です」

“

自 転 車 の 鍵 に 組 込まれた
ボーダフォンのIoT SIMに
より、自転車を世界中どこに
でも出荷できます。つまり
物流をより簡略化することが
できるということです

”

Florian Bohnert,
インターナショナル事業担当責任者
Mobike

基づいた交通政策投資を行えるよう、データか
ら得た有益な情報を当局へ提供することにあり
ます。

自転車の利用データは、自転車専用レーンや駐
2016年に上海で創業されたMobikeは、
中国及び
交通結節点施設の計画改善に役立ちます。
世界の160都市でサービスを展開しています。 輪場、
当局の交通インフラストラクチャー
700万台以上の自転車を保有する同社は、2017 「Mobikeは、
に対する考え方を変えています」とBohnert氏
年3月のシンガポールを皮切りに、グローバル
は述べています。
な営業を開始しました。2017年6月には、
アジア
以外で初となる英国のマンチェスターでも営業
を開始し、
さらにイタリア、
日本へとサービス地域
を拡大しています。
「それぞれの都市によって特徴は異なりますが、
抱えている問題は共通しています。多くの都市
が汚染や人口過密、さらに交通手段に問題を抱え
ています。Mobileなら、手頃で便利、
そして信頼
性の高いソリューションを提供することが可能
です」
とBohnert氏は述べています。
Mobikeの最終的な目標は、都市の住民に代替の
交通手段を提供するだけでなく、優れた情報に

必要最小数の自転車があれば十分

ポ ー ト 資 産 を 運 用 し て い る と 言 う 意 味 であ
り、Mobikeを比類のない立場に押し上げている
のです。
鍵に埋め込まれたテクノロジーが、
効率的な運用
と高い利用率を可能にしています。利用者は
デポジットを使って、30分わずか10ペンスと
いう料金で自転車を借り、目的地にある一般の
駐輪場に自転車を返却することができます。
Bohnert氏は、次のように話します。
「Mobikeの
料金が安いのは、
必要なインフラストラクチャー
への投資が少なくて済むからです。必要となる
のは、その都市の事情に合わせた必要最小限の
自転車だけであり、利用者が必要な時にいつで
も自転車を見つけられればよいのです」
Mobikeがこれを実現するためには、
信頼性の高い
自転車のコネクティビティが必要です。コネク
ティビティには、グローバルでの急速な拡大へ
の対応と、
営業上の判断が容易にできる一貫性の
ある価格設定が必要です。

ソリューション

Mobikeのシェア自転車への取り組みは、多く
世界中できめ細かなデータを活用可能
の都市で実施されている従来方法とは大きく異なる
ものです。
街の安全な場所に設置された
「ドック」
Mobikeは、
ボーダフォンとの間で、
中国以外のあらゆ
を使った自転車のネットワークを運用するので
る市場でボーダフォンIoT通信管理プラットフォーム
はなく、Mobikeの場合は、ユーザーが専用の
を使用できるグル―バル契約を締結しています。
モバイルアプリを利用して、
自転車を探して予約
「世界展開に向け、
ボーダフォンIoT通信管理プラット
できるようになっています。
フォームを使用し、
各自転車にSIMを装備しています。
全ての自転車には、
GPSと集中プラットフォーム
プラットフォームは現在、
シンガポールとマンチェス
に接続するためのSIMが装備されています。正
にこれが、世界最大のコネクテッド・トランス

ターで使用していますが、
ボーダフォンとのパート
ナーシップを活かし、
さらに拡大を図る予定です」
と
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“

ボーダフォンIoT通信管理プラットフォームに
よって、サービスを提供できる街も、ユーザー
の数も次々に増やしていくことができます。
Florian Bohnert、
インターナショナル事業担当責任者、
Mobike

Bohnert氏は説明します。
「自転車のスマートな鍵
に組込まれたボーダフォンのIoT SIMによって、
自転
車を世界中どこにでも出荷することができます。
つまり、物流をより簡略化できるということです」
Mobikeの利用者は、
ダウンロードしたアプリを使
って都合の良い場所で自転車を見つけて開錠し
たり、利用状況をトラッキングすることができます。
自転車に取り付けられたスマートロック内にある
IoTハードウェアとソフトウェアによって、膨大な量
の移動データが収集され、曜日別、距離別などに
分類することが可能です。将来的には、
これらの
データを公共交通のデータとマージすることで、
都
市交通インフラストラクチャーの全体像を描くこと
ができるようになります。
「Mobikeは、
より優れた意思決定が行えるよう、
各地域の交通当局とデータから得られた有益な情
報を共有できることを望んでいます」
とBohnert氏
は話します。
過去12ヶ月間に収集したデータによれば、
Mobike
がサービスを提供している中国の都市では、
Mobike
利用者の自動車使用率が平均で55％低下したと
いう、
注目すべき情報が得られています。
例えば、
北京
の場合、移動距離5km未満では、
自転車と公共交
通機関を利用した方が、
自動車よりも92％も早い
ことが分かっています。
シェア自転車によって、
中国
の都市における自転車の利用が2倍以上伸びてい
ます。
中国当局は、
このような状況を踏まえながら
駐輪場の設置を進め、
現在では新しい駐輪スペース
が1万ヶ所以上のオープンしています。

”

今後の展望

まとめ

自転車の通勤利用を促進

• 適切な基準とシンプル化によって、
その利用が
全世界で急速に拡大

「英国マンチェスターは、
アジア以外の初の営業
地域ですが、
このようなケースが今後さらに増える
予定です。欧州には、
既にドック型のシェア自転
車市場が存在しますが、
それでもMobikeにとっ
ては魅力的な市場なのです」
Mobikeが優れているのは、
需要に必要な適正な
台数の自転車を市場に投入できる点です。マン
チェスターでは、
市当局との密接な連携と合意の
上で、
1,000台の自転車でサービスを始めました。
本システムに対する市民や自治体の評判は圧倒
的で、急速に高まる要望にMobileが応えようと
している状況を考えれば、台数がこのまま留ま
ることはないでしょう。「Mobikeでは、需要と
供給について細心の注意を払っており、要望が
急拡大してる都市には、迅速に自転車を供給で
きるよう対応しています。もちろん、1日で自
転車を市場に投入できるものではありません。
供給用の在庫を持ち、適切な場所に自転車を提
供できるよう、各地域の運用チームと連携を図
ることが必要です。
既にMobikeは、利用者の行動に影響を与える
リアルタイムのデータを使用しています。
Mobike
の
「Magic Cube」
ビッグデータプラットフォーム
は、
需要の高い地区を動的に判断し、
利用者がそ
こに自転車を駐輪すると、追加クレジットを提
供します。このロケーションベースのテクノロ
ジーと機械学習が、自転車の配分と配置の効率
を高めています。
「ボーダフォンのIoT通信管理プラットフォームに
よって、
サービス可能な街もユーザーの数も次々
と増やしていくことができます」
とBohnert氏
は話します。

• 1つのプラットフォームで全てのIoTの通信接続
を管理
• 利用者は、
モバイルの地図を使って自転車の位
置をリアルタイムに把握
• ボーダフォンブランドの強みを最大限に活かす

Mobikeについて
• 700万台以上の自転車を運用する世界最大
のシェア自転車プロバイダー
• 2016年4月に上海で創業。現在は中国160都
市、
シンガポール、
英国、
イタリアおよび日本
で営業
• 2017年6月には、
欧州初となる英国マンチェス
ターでも営業開始
• mobike.com

vodafone.com/iot/japan
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