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ヘルスケアのために
大学と地域が連携する
― そして“MaaS”へ ―

私達、横浜国立大学は過去 2 年間のシンポジウムで、Society5.0 という未来ビジョンを取り上げてきました。ICT、人工知能、ロボットを中核に、
実世界とサイバー空間をつなぐ「CPS（Cyber Physical Systems）
」が出現することで、人々に豊かさをもたらす超スマート社会が生まれてくるシナリオです。
昨年のシンポジウムでは、この Society5.0 を実現する分野として「ヘルスケア」
、そのための仕組みとして「大学と地域の連携」に着目し、神奈川に
Society5.0 を構築する方策を検討しました。そしてこれらに応え、実際に本学のキャンパスで、地域で生まれたヘルスケアの強みを社会実装するための
研究が開始されました。同様に、本学の強みを地域の仕組みで実用化していく取り組みも展開されています。
それでは、こうした動きは、今後どのような形で神奈川に Society5.0 をもたらすのでしょうか。今回は、そのための駆動力となる「MaaS（Mobility as
a Service）
」という新たな流れを取り上げます。今、社会では、モビリティ（移動すること）が大きく形を変えようとしています。バス、タクシー、鉄道、
航空などの複数の交通手段が CPS により統合・一体化されることで、様々な移動が一つにつながり、システムになり、新たなサービスが生まれてきます。
「移動することがサービス化」された社会、MaaS が出現するのです。そして、この MaaS が創り出す新たな盤面で、産業がその姿を変えていきます。
では、ヘルスケアはどのような変貌を遂げていくのでしょうか。このことを、今回のシンポジウムで検討します。最初に「ヘルスケアのために大学と
地域が連携」した実例を紹介し、次に「MaaS という新たな流れ」の内容を示します。その上で、神奈川での Society5.0 実現に向けて、これから
の都市や社会において「MaaS が拓くヘルスケアの未来」について議論します。
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