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1.はじめに 
 
五大湖湖畔に位置し、米国で3番目（米国中西部では最大）

の人口を抱える、シカゴ都市圏（人口約 990万人注１））では、

複数の公共交通機関が混在し、互いに競合関係にあるため、

組織間を調整し、足並みをそろえることが非常に難しいとい

われている注２）。さらに老朽化したインフラ、予算の制約、新

技術に保守的な公共交通機関、TNC のビジネス・モデルに対

する不信感など、様々な要素が影響しあい、公共交通機関が

関与するMOD／MaaS関連プロジェクトは、具体的に前進しな

い現状がある。 

こうしたなか、シカゴにおけるMOD／MaaSを含む交通関連

プロジェクトを主導しているのが、シカゴ都市圏内最大の都

市であるシカゴ市政府である。通常、米国における都市交通

プロジェクトでは、自治体の交通当局が主導することが多い

が、シカゴでは市長自らがリーダーシップを発揮し、様々な

取り組みを進めることがある。具体的には、シカゴ市の代表

的な MOD関連プロジェクトとして、FTAの Sandboxプロジェ

クトのひとつにも含まれているバイクシェアDivvyがある。

このバイクシェア・サービスの設立は、リチャード・デイリ

ー（Richard M. Daley）元市長による市長時代の発案が発端

となっている１）。また、オバマ政権で大統領首席補佐官を務

めたラーム・エマニュエル（Rahm Emanuel）氏は、2011年に

シカゴ市長に就任して以降、オープンデータ政策を加速させ、

同市が展開するオープンデータ・プラットフォームへの TNC

からのデータ提供を実現させてきた。さらにエマニュエル市

長は 2018 年、新交通・モビリティ・タスクフォース（New 

Transportation and Mobility Task Force）を設置し、同タ

スクフォースはシカゴ市の将来を見据えた交通とモビリティ

のロードマップを発表している。そして、このロードマップ

にはMOD／MaaS実現の基礎となるような要素も含まれていた。

しかし、こうした市長のリーダーシップによる政策の推進は、

Divvy のように迅速に実現に結びつくケースもあるが、任期

終了後に求心力やスピード感を失うリスクもある。シカゴ市

は公共交通政策を推進する傾向の強い民主党が強い地盤を持

っているということもあり、新政権成立により大きく政策転

換が起こることは少ないものの、2019 年市長となったロー

リ・ライトフット（Lori E. Lightfoot）市長は、前任者の方

針を踏襲する姿勢は示しているものの、上述のタスクフォー

スによる提言を強力に推し進める様子はまだ見せておらず、

今後の状況について、引き続き見守っていく必要がある。 

このようにシカゴ市長を筆頭とする自治体主導で交通計画

やプロジェクトが進む印象の強い同都市圏であるが、シカゴ

都市圏の主要3公共交通機関が連携を図り、共通の支払いシ

ステムを構築し、共通支払いアプリ「Ventra App」の開発・

導入に成功した事例もある。同アプリはでDivvyとも連動し

ており、民間・新興モビリティ・サービスも含めた経路検索

の実現をも目指している。Divvy はシカゴ市所有のサービス

であり、完全な民間事業者ではないが、Divvy を運行する企

業は TNC 大手で、全米の様々な自治体との連携に積極的な

Lyftの子会社ということもあり、こうした企業の官民連携の

経験を活かし、経路検索に留まらない、本格的な地域交通を

網羅するMaaSアプリへと発展することも期待される。 

以下では、シカゴ地域において、公共交通機関や州・自治

体の行政機関が関わる主なMOD／MaaS関連の取り組みとして、

アプリ導入、ファーストマイル・ラストマイル、パラトラン

ジット、パラトランジット以外のオンデマンド交通、自動運

転などを整理、併せて、これらの取り組みと都市交通計画や

都市計画との連携状況についてもみていく。なお、これらの

事例を見る上での理解を助ける情報として、同地域における
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主な公共交通システムと、そのなかでも特にMOD／MaaS関連

プロジェクトに関わっている公共交通機関として Chicago 

Transit Authority（CTA）の概要を下表に整理しておく。 

 

 

表 主なシカゴ地域の公共交通システム 

（Chicago-Naperville, IL-IN-WI） 

 鉄
道 

コ
ミ
ュ
ー
タ
ー
レ
ー
ル 

ラ
イ
ト
レ
ー
ル 

バ
ス 

Chicago Transit Authority 

(CTA) 
X   X 

Metra  X   

South Shore Line  X   

Pace Suburban Bus (Pace)    X 

出典：Christof Spieler Trains, Buses, People: An 

Opinionated Atlas of US Transit (2018) を基に作成 

 
 

表 Chicago Transit Authority (CTA)の概要 

機関分類 政府機関（イリノイ州政府が設立した独立

機関） 

事業・交通

機関の種類 

路線バスおよび都市鉄道（The 'L'） 

予算規模 約20億ドル 

資金源 運営予算約15憶ドルの内、約半分の7～8

億ドルを運賃収入等で賄い、残り半分をイ

リノイ州の州政府独立機関であるRegional 

Transportation Authority（RTA 注３））が補

っている。 

支出構造 運営支出の内、人件費が約60％、資産の減

価償却が約25％を占める。残り15％弱で燃

料・サービス等を購入している。 

利用数 年間（2016年）の利用回数は約4億9,770

万回（鉄道で2億3,860万回＝週76万回、

バスで2億5,910万回＝週83万回） 

出典：CTA資料２）〜６）を基に作成 

 

 

 

2. アプリ導入 

 

 シカゴでは主要 3公共交通機関（CTA、Metra、Pace）が協

力して、共通支払いアプリ「Ventra App」の開発に取り組ん

できた。Ventra App の開発・導入・運用は、全て Cubic 

Corporation（本社：カリフォルニア州）に委託されており、

スマホ・アプリによる支払いプラットフォームは

GlobeSherpa 注４）（本社：オレゴン州）が開発した７）。同アプ

リのリリースに先立って出された2014年10月15日付けCTA

のプレスリリースによれば、開発予算は250万ドルで、CTA、

Metra、Paceの3機関がその費用を分担した８）。2015年11月

には、この Ventra システムと連動した公式スマホ・アプリ

Ventra Appが公式にリリースされた９）。Ventra Appは、リア

ルタイムでCTAのバスや電車の到着時間を検索することがで

きるほか、上記の Ventra の個人アカウントへの課金と、

Google PayやApple Payなどスマホの非接触決済機能を用い

た直接の支払いも出来るアプリである１０）。また、通勤電車

Metra のモバイルチケットの購入も可能で、リアルタイム情

報や経路検索の対象にはCTA、Metra及びPaceが含まれてい

る１１）。Ventra Appのウェブサイトによれば、将来的にはドア

ツードアの経路検索機能などを追加する予定としている１２）。 

なお、Ventra Appの開発に関わった3公共交通機関は、新

たなアプリ開発に先立ち、共通の料金システムの構築で協力

関係を築いてきた。具体的には、CTAとPaceが、2013年7月

から共通の非接触運賃支払いシステム Ventra１３）の運用を開

始した１４）。同年 10月には Metraがそれまで使用していた支

払いカード Link-Up 及び PlusBus を Ventraカードに切り替

えると発表した。また 2014年 7月には、CTAと Paceが運行

する路線バスや鉄道の全線で、Ventraによる支払いのみに完

全に移行を果たしている１５）。利用者は、鉄道駅等に設置され

た販売機等からプラスチック製で課金が可能な専用 IC カー

ドであるVentra Card、または紙製の1回分もしくは1日使

い放題の切符（Ventra Ticket）を購入する方法と、非接触支

払い機能付きのクレジットカードやスマートフォンを用いて

改札・乗車口で直接支払う方法を選ぶことができるようにな

っている。 

次なるVentraアプリの発展段階として、CTA、Metra、Pace

という3つの公共交通機関で共通に利用できるアプリという

枠を超え、モビリティ事業者との連携を模索し始めている。

その第一歩として、バイクシェア事業DivvyをVentra Appに

組み込む実証プロジェクトがFTAのMOD Sandboxプロジェク

トの一環として進められている。 

一方、経路検索については、Ventra AppはDivvyとも連動
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しており、利便性が向上してきている。CTA の独自のアプリ

として「Chicago Transit」が公開されているが、リアルタイ

ムの運行状況を把握することは可能だが、経路検索やトリッ

ププランナーとしての機能は十分とは言えない。そうしたな

かTransit Appなどのサードパーティ・ベンダーによるアプ

リが利用されている。CTA はサードパーティ・ベンダーによ

る様々なアプリケーション開発を支援するため、アプリケー

ション開発者向けの専用ウェブサイト「Developer Center」

を立ち上げ、APIの公開などを積極的に実施している１６）１７）。 

 

 

注 

注1) 2018年推定。米行政管理局（Office of Management and 

Budget：OMB）が定めるCombined Statistical Areaの一つ

「Chicago-Naperville, IL-IN-WI」の統計 “Estimates of 

Resident Population Change and Rankings: July 1, 2017 to 

July 1, 2018” U.S. Census Bureau, Population Division. 

Release Date: April 2019. 

https://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2018/PEP

ANNCHG.US41PR（アクセス：2020/3/3） 

注2）ヒアリング情報。シカゴ都市圏計画局（CMAP：シカゴの

MPO）。 

注3) シカゴ都市圏では、1983年に成立した州法「Regional 

Transportation Authority Act」に基づき設立された州政府の独立

機関（公営企業）であるRegional Transportation Authority

（RTA）が、CTA、Metra、Paceの3交通機関に対する監督、州予算

の割当、計画を担当している。例えば、CTAについては、運営予算

の半分以上を自ら賄うことが同州法により義務付けられており、残

りをRTAから配分される州政府予算や地方自治体予算で補っている

（http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=984&C

hapterID=15；https://www.rtachicago.org/about-us；

https://www.rtachicago.org/sites/default/files/documents/abo

utus/16-RTA%20Board%20By-Laws.pdf；

https://www.transitchicago.com/assets/1/6/CTA_Financial_Stat

ements_FY_2018_FINAL.pdf〔アクセス：2019/12/16〕）。 

注4) GlobeSherpaは2016年にドイツDaimlerの子会社Moovel 

Groupが買収した。このGlobeSherpaの買収によってMoovel Group

は米国進出を果たした。買収後もオレゴン州ポートランドの

GlobeSherpa本社を引き継ぎ、米国法人本社としている。

（https://www.autoblog.com/2016/04/15/moovel-debut-us-

mobility-daimler/〔アクセス：2019/10/31〕）。 
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