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0． はじめに 

本報告は、秋田県の委託を受け、公立大学法人秋田県立大学が組織する『あきた次

世代自動車実証コンソーシアム』により、平成２２年度に実施された、次世代自動車

（主に電気自動車）に関する施設整備や、電気自動車の走行試験に関する把握と分析

を行ったものである。 

電気自動車の走行試験に関しては、短期間（2 月 16 日～3 月 23 日）に得られたデ

ータを用いており、限定された情報に基づく分析であるため、初期的な報告として位

置付けられるものである。 

また、当該試験は、国内有数の積雪寒冷地かつ、アップダウンの大きな山間部を含

む地域をフィールドとしていることから、電費等のデータについては、特徴的な状況

下におけるものであることに留意頂きたい。 

そのため、本報告書（概要版）においては、取得してデータについてコンソーシア

ム内で議論を重ねた上で、客観的に合理性、妥当性があると判断される結果を、記載

している。 

 今後は、通年でのデータ分析を行い、秋田県における効果的な EV 利用方法や、EV

を活用した地域振興等について、更なる検討を行っていきたいと考えている。 
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1． 実証試験の概要 

(1) 実証試験の概要 

電気自動車（EV）は、石油依存度の低減、地球温暖化の対策が求められる交通分野

において重要な役割を果たすと考えられており、今後の世界的な市場成長が期待され

ている。そのため、秋田県では、EV と観光による地域振興モデルの構築、関連産業

の振興を目標に、観光地をフィールドとした社会実証試験を行うこととした。 

 

①概要： 

電気自動車（以下「ＥＶ」という）、プラグインハイブリッド車（以下「PHV」という）を

導入し、田沢湖周辺における低炭素観光の可能性を検討しながら、関連産業への経済波及を目

指す。導入した車は、観光タクシーや公用車、観光客を想定した模擬走行試験などを通じて、

目標を達成するためのデータを取得することとした。 

②試験開始日：平成２３年１月１８日 

③導入した車両及び充電器： 

ＥＶ３台、PHV１台、普通充電器７箇所、急速（中速）充電器２箇所 

 

(2) コンソーシアムの概要 

本実証試験は、「あきた次世代自動車実証コンソーシアム」（以下、「コンソーシアム」

という）により、産学官共同で実施を行った。コンソーシアムは、3 つのワーキング

グループ（以下、「WG」という）からなり、電気自動車や充電器などの整備やその電

気工事に携わる事業者の育成、積雪寒冷地における EV の走行性の実証、EV を活用

した観光活性化方策の検討などテーマ別に検討を行った。 

図 1-1 あきた次世代自動車実証コンソーシアムの構成 

プロジェクトリーダー 御室哲志 （秋田県立大学 システム科学技術学部 教授） 

 
事務局 秋田県立大学地域連携・研究推進センター 

自動車 WG 主査 御室哲志（秋田県立大学 システム科学技術学部 教授） 

 →EV 走行性の実証、電費の要因分析など 

 
インフラ WG 主査 礒田陽次（秋田県立大学 システム科学技術学部 教授） 

 →各種インフラ整備、セミナー等の実施など 

 

 
観光 WG 主査 布谷毅久雄（仙北市 観光商工部 次長（兼）観光課長） 

 →EV 活用観光方策の検討、県内外への PR 実施など 
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電気自動車と観光による地域振興モデルを構築する

・秋田県での充電インフラのあり方、
電気自動車の効果的な利用方法の検討

・EVを活用した観光のモデル化

安心して運転できる効果的な使い方

EVの走行性の実証

・電費の影響要因分析

・充電器の利用状況の
詳細把握

・実運行上の使用状況把握

EV活用型観光方策の検討

・仙北市が有する観光資源

・市のPRの戦略

・観光客・EV利用者の意向など

県内外へのPR活動

各種インフラの整備

・EV・充電器など

ハード・ソフトの整備 低炭素観光モデルのPR

自動車WG インフラWG 観光WG

セミナー等の実施

・充電器設置講習

・EV技術ｾﾐﾅｰ

関連産業の振興を図り、活力ある地域を創造する

・地域の環境保全の推進

・次世代自動車関連産業の活性化

・関連技術の向上、人材育成

本事業の目標とする成果  

図 1-2 本実証試験の目標と検討アプローチ 

 

(3) 今年度の取組内容 

 インフラの導入および、データ取得システムの構築 

 EV 車両の導入及び走行ルートの検討 

 充電器の設置 

 走行データ等の取得方法、及び分析方法の検討 

 実証試験結果の分析 

 EV の利用方法の把握 

 電費の要因分析 

 EV ドライバーの意向の分析 

 EV 乗客の意向の分析 

 PR 活動の実施 

 車両ラッピング 

 出走式 

 ちらしの作成 

 セミナー等の実施 

 充電器設置講習 
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2． インフラの導入および、データ取得システムの構築 

(1)EV 車両の導入及び走行ルートの検討 

 導入した EV 車両は日産リーフ（以下、「リーフ」という）が 2 台と i-MiEV が 1

台である。リーフは、タクシー会社により、タクシーや乳頭温泉郷内の乗合タクシー

（湯めぐり号）として運行を行い、実際に乗客を乗せて走行を行った。一方、i-MiEV

は、公用車及び観光客を想定した模擬走行（モニター走行）に用いた。 

 

表 2-1 導入した車両の概要 

※1 カタログ値。使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて

値は異なる。 

※2 10・15 モード値を JC08 モード値に換算すると 146km（換算係数：0.913、係数出典：「次

世代自動車普及戦略」（次世代自動車普及戦略研究会、2009年 4月公表）） 

※3 単相 200V 15A 

※4 充電スタンド 50kW（中速充電（25kW）の場合は、約 60 分） 

※5 EV として走行できる距離。EV 走行後は、通常のハイブリッド車として走行。 

項目 日産リーフ i-MiEV プリウス PHV 

車両イメージ 

 
 

 

導入台数 2台 1台 1台 

本実証試験における用途 

観光タクシー 

湯めぐり号（乗合タ
クシー） 

公用車、観光客を想定
した模擬走行 

公用車 

車
両
デ
ー
タ 

メーカー 日産自動車株式会社 
三菱自動車工業株式
会社 

トヨタ自動車株式

会社 

航続距離 
200km 

(JC08 モード値※1) 

160km 

(10・15 モード値※2) 

23.4km※5 

(JC08 モード値) 

充電池の容量 24kWh 16kWh 5.2kWh 

充
電
時
間 

普通（満充電） 

※3 
8 時間 7 時間 100 分 

急速(80％充電） 

※4 
30 分 30 分 － 
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田沢湖駅

角館駅

秋田
新幹

線・
田沢

湖線

田沢湖

武家屋敷

乳頭温泉郷

②EVタクシーでの湯めぐり

①EVタクシーでの

観光地めぐり

④公用車利用

③観光客を想定した模擬走行

 

 

図 2-1 走行ルート概略図 

 

 (2)充電器の設置 

充電器は、EV の走行可能距離や、冬期間の運行範囲を勘案し、田沢湖・角館エリ

ア（EV 拠点から約 30km 圏内）での充電器配置を検討した。その結果、EV の拠点と

なるタクシー会社や市役所、鶴の湯温泉などに合計 7 台の普通充電器を、観光拠点と

して、田沢湖のほとりに位置する田沢湖共栄パレス、武家屋敷に近接する仙北市役所

角館庁舎に対して急速（中速）充電器を合計 2 台設置した。 

中速充電器と普通充電器の約半数（表 2-2 参照）には兼松株式会社の VOLTA シス

テムを採用している。VOLTA システムは、IC チップを搭載したカードを用いてサー

バと通信認証を行うことができるシステムであり、利用者の管理、充電器の利用状況

の把握をすることが可能である（図 2-6 参照）。 

また鶴の湯温泉に設置した普通充電器にはパナソニック電工インフォメーションシ

ステムズ（IS）株式会社の通信システムを試験的に導入し、利用状況をリアルタイム

に把握できるようにしている（図 2-7 参照）。 

なお、利用については、今年度事業では、実証車両のみの利用に限定し、一般開放

は実施していない。 
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凡例： 

●：急速充電器 ２箇所 

●：普通充電器 ７箇所 

●田沢観光（タクシー） 

●仙北市役所田沢湖庁舎 

 

●鶴の湯温泉 

●仙北市役所西木庁舎 

 

●●田沢湖共栄パレス 

 

 

●●仙北市役所角館庁舎 

 

●仙北市役所中町庁舎  

図 2-2 充電器設置場所の配置図 

 

表 2-2 充電器設置の概要 

設置時期 充電器設置場所 用 途 普通充電器 急速充電器 

第
一
期
設
置 

田沢観光（タク

シー） 

EV タクシー拠点 スタンド（2 口） － 

仙北市役所 

田沢湖庁舎 

EV 公用車拠点 コンセント（1 口） － 

鶴の湯温泉 湯めぐり号拠点 スタンド(2 口) 

VOLTA システム導入 

パナソニック電工 IS

通信システム導入 

－ 

第
二
期
設
置 

田沢湖共栄パレ

ス 

田沢湖観光の拠点 スタンド(2 口) 

VOLTA システム導入 

中速(1 口) 

VOLTA システム導入 

仙北市役所 

西木庁舎 

EV 公用車拠点 スタンド(1 口) 

VOLTA システム導入 

－ 

仙北市役所 

中町庁舎 

EV 公用車拠点 コンセント(1 口) － 

仙北市役所 

角館庁舎 

角館観光の拠点 スタンド(2 口) 

VOLTA システム導入 

中速(1 口) 

VOLTA システム導入 

   計 7 基 計 2 基 



7 

  

仙北市役所 角館庁舎 田沢湖共栄パレス 

図 2-3 急速充電器（中速充電（25kW）） 

 

  

仙北市役所 田沢湖庁舎 仙北市役所 中町庁舎 

図 2-4 普通充電器（コンセント（200V））
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田沢観光（タクシー） 鶴の湯温泉 仙北市役所 角館庁舎 

  

 

仙北市役所 西木庁舎 田沢湖共栄パレス  

図 2-5 普通充電器（スタンド（200V）） 
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図 2-6 VOLTA システムデータ取得イメージ 

 

パナソニック電工ＩＳデータセンタパナソニック電工ＩＳデータセンタ

サーバー

多回路EM
電
力
計
測

計測項目：電圧、電流、電力、電力量

ブロードバンド
ルータ

INTERNETINTERNET

ＥＬＳＥＥＶ

鶴の湯温泉

各拠点

・・・

DLL

FTP

計測データ収集

１分ごとのデータを
10分間隔で収集

電力計測データ等を収集

INTERNETINTERNET

コンソーシアムメンバー

※画面イメージ

充電状況

計測データ収集
蓄積

Webクライアント

主な機能

通信ユニット

 

図 2-7 パナソニック電工インフォメーションシステムズの通信システムイメージ 
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(3)走行データ等の取得、及び分析方法 

 仙北市における、EV の効果的な使い方を検討すべく、以下のようなアプローチで

検討を行った。 

 

①EV 利用方法の把握 

 今回は、湯めぐり号（固定ルート、図 2-8 参照）、タクシー、公用車、及び観光客

を想定した模擬走行（自由ルート）の２ルート走行、4 種類の EV 利用方法で走行試

験を行ったが、本地域において実際にどのような利用がなされるか、実態把握を行っ

た。 

 

 

図 2-8 湯めぐり号（固定ルート） 

 

②電費の要因分析 

 EV の走行可能距離、及び電費は、EV の使い方を検討する上で重要な項目であるが、

実証フィールドは、積雪寒冷地かつ、アップダウンの大きな山間部を含むルートが多

く、こうした地域性がどのように電費に影響を及ぼすか把握することは重要である。 

そこで、EV のドライバーには、走行毎に走行記録をつけてもらい、これを基に走

行データの把握を行った。また、充電器や、メーカーからの拠出データ、ドライブレ

コーダーなどのデータを勘案し、電費の要因分析を行った。 

 

③EV ドライバーの意向調査 

 タクシーと湯めぐり号を運転した経験のあるドライバーに対して、EV 運転時の感

想、運用状況、充電器の感想、乗客の反応に関して、アンケートとヒアリングを実施

し、EV の性能、EV タクシーの運用の改善点、充電器の希望設置場所等を把握した。 

 この調査は事前にアンケート用紙を送付し、対象期間中に該当するタクシードライ

田沢観光タクシー

湯めぐり号運行ルート
×n往復

田沢観光タクシー

鶴の湯温泉

鶴の湯温泉

18.2km

18.2km

片道6.9km

田沢観光タクシー

湯めぐり号運行ルート
×n往復

田沢観光タクシー

鶴の湯温泉

鶴の湯温泉

18.2km

18.2km

片道6.9km
C：休暇村♨

ルート内総走行距離片道
6.9km×2＝13.8km

AB間：1.7km 約7分

BC間：4.3km 約12分

CD間：550m 約2分

DE間：160m 約1分

EF間：200m 約1分

A：鶴の湯温泉♨

B：山の宿♨

D:妙乃湯♨

E:大釜温泉♨

F：蟹場温泉♨

C：休暇村♨

ルート内総走行距離片道
6.9km×2＝13.8km

AB間：1.7km 約7分

BC間：4.3km 約12分

CD間：550m 約2分

DE間：160m 約1分

EF間：200m 約1分

A：鶴の湯温泉♨

B：山の宿♨

D:妙乃湯♨

E:大釜温泉♨

F：蟹場温泉♨



11 

バーに記入してもらい、FAX で回収を行う手法を採用しており、配布した調査票は全

て回収することができた。 

また、内容を深堀するため、アンケート調査後に、運用状況、乗客の声（満足点と

不満足点）、春季や夏季に顧客からの要望が予想される観光スポット、運行の改善点の

提案について、タクシーもしくは湯めぐり号を運転した経験のあるドライバー各 2 名

にヒアリングを行った。 

表 2-3 ドライバー意向調査概要 

項目 内容 

アンケート対象 生保内観光ハイヤー株式会社および田沢観光株式会社に所属するタクシ

ーおよび湯めぐり号を運転した経験のあるドライバー 

アンケート方法 アンケート用紙をメール配布、FAX での回収 

アンケート期間 3 月 7 日～3 月 11 日 

配布数 12 

回収数（回答率） 12（100%） 

備 考 アンケート調査後に、アンケート対象者（タクシー、湯めぐり号運転経

験者、各々２名）へ追加ヒアリングを実施。 

 

④EV 乗客の意向調査 

EV に対する乗客の評価や今後どのような利用形態が求められるかを把握するため、

タクシー利用者、乳頭温泉郷湯めぐり号利用者（以上、リーフを使用）、仙北市 EV モ

ニター利用者（i-MiEV を使用）に対してアンケートを実施した。調査期間は 2 月 27

日～3 月 23 日であり、回答数は合計でのべ 87 であった。 

 この調査は、EV 利用者若しくは搭乗者（乗客含む）に対して、都度、アンケート

用紙に記入協力をお願いしたものである。 

 

表 2-4 EV 乗客の意向調査概要 

項目 内容 

アンケート対象 タクシー利用者、乳頭温泉郷湯めぐり号利用者（以上、リーフを使用）、

仙北市 EVモニター利用者（i-MiEVを使用） 

アンケート方法 タクシー利用者、乳頭温泉郷湯めぐり号利用者に対しては、乗車中もし

くは乗車後にアンケート用紙をドライバーから手渡し、その場で記入し

た用紙をドライバーが直接回収。 

仙北市 EVモニター利用者に対しては、乗車後、後日メールにてアンケー

ト用紙を送付し、メールもしくは FAXにて回収。 

アンケート期間 2 月 27 日～3 月 23 日 

回収数（回答率） 87（回答率は不明） 



12 

3． 実証試験結果の分析 

(1)EV の利用方法の把握 

各 EV の運行状況を表 3-1 に示す。タクシーは営業走行として、692km 走行、湯

めぐり号は 2,052km 走行、公用車／モニター利用は 1,290km 走行した。各車両の利

用状況の特徴については、下記の通りである。 

 

①タクシー利用について 

タクシー利用の場合、一日の乗客数は4～6人程度、1回の平均営業走行距離は6.5km、

1 日の総走行距離は 35km 程度である。そのため、継ぎ足し充電を行わずに 1 日の運行

を終えることが多い。走行ルートは固定せず、一般のタクシー同様に運行を行ったが、

運行経路を見ると、駅や病院、スーパーを行き先とする近隣施設への乗車が多く、移動

距離が数 km 程度にとどまる用途が多く見られた。また、比較的距離のある乳頭温泉郷

やスキー場などへの観光用途での利用は全体の 2 割程度であった。 

②湯めぐり号について 

 湯めぐり号は、一日に乳頭温泉郷内を約 3 往復し、80km 程度を走行することが多い。

継ぎ足し充電は、鶴の湯温泉において、一日当たり 1、2 回、計 2 時間程度充電してい

ることが多い。また、帰社時の電池残量は 1～2 目盛り（12 目盛り中）となっているこ

とから、現状の範囲では、限界近くまで運用していることが分かる。 

③公用車／モニターについて 

公用車／モニターとして利用されている i-MiEV は、一日の走行距離の平均が約

50km 程度であり、電費は平均すると約 6km/kWh であった。継ぎ足し充電については、

実証期間の後半において、積極的に実施されている。 

公用車の用途としては、仙北市役所の田沢湖庁舎と中町庁舎間の移動（片道約 22km）

など、仙北市内での移動がほとんどであるが、岩手県雫石町や大仙市等の市外への移動

にも利用されている。 

 

表 3-1 EV の運行状況の概要 

車体 用途 総走行 

距離 

運用走行（走行記録あり） 

営業日数 営業 

走行距離 

記録 

区間数※ 

区間平均

走行距離 

リーフ タクシー 963km 25 日 692km 107 6.5km 

湯めぐり号 2,116km 27 日 2052km 207 9.9km 

i-MiEV 公用車／モニター 1,290km 24 日 1290km 100 12.9km 

※記録区間数はタクシー、湯めぐり号については EV 運用記録（手動）において記録されたも

のを元に集計している。 

※仙北市公用車の日報では一日の出発時と利用終了時のデータしか記録されていない。一方で

テレマティクスサービスでは、走行距離と詳細な電池残量（0.5%単位）が電源 ON/OFF 時

に自動的に記録されており、テレマティクスサービスで記録された走行区間を元に集計して

いる。 
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(2)電費の要因分析 

電費の変動要因として、暖房、走行ルート（上り、下り）、平均車速、乗客数、気温

などについて影響度を分析したところ、本実証実験の条件下においては、下記 3 点の

影響が大きいと考えられる。 

① 暖房 

暖房使用中は 30~40%程度電費が低下する傾向が見られる（参考値）。 

② 走行ルート条件（上り、下り） 

上り走行では 20～25%程度電費が低下するが、下り走行では 120～140%程度電費

が向上する。また、坂路を往復する場合の合計電力使用量は、平坦な道を往復する

場合とさほど変わらないと考えられる。 

③ 平均車速の大小 

中低速域（30km/h 程度）において車速が 10km/h 小さくなると電費は 10～15%程

度低下する。 

 

 その他、乗客数による影響は本実証実験下においては、大きな影響が見られず、他

の影響に比べると小さいと考えられる。 

気象の影響については、期間中の気温が－5.4℃～3.5℃と温度変化が小さく有意差

は見られなかったが、気温低下時の暖房による電力消費増や、雪道での低速運転等に

よる電費低下等に影響すると考えられる。 

また本実証期間は、冬季であったことから、スタッドレスタイヤを装着しており、

通常のタイヤの状態から電費が低下している可能性がある。そのため、春季～秋季ま

での暖房無しの時期の電費は、より向上する可能性があり、継続検討していく必要が

ある。 
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(3)EV ドライバーの意向の分析 

①調査結果の概要 

12 名のタクシードライバーに対して、アンケートを行い、追加的にヒアリングを複

数名に対して行い、ドライバーの EV 利用意向について分析を行った。本調査の結果

の概要は以下の通りである。 

 

表 3-2 EV タクシードライバーへのアンケート調査結果の概要 

項目 結果の概要 

EV タクシーの全体

的な印象（n=3） 

全て普通以下（普通：67%、やや不満足：33%）の回答であった。 

EV タクシーの性能

の満足度評価（すべ

て n=12） 

静かさや加速性能についての満足度は高かった（満足およびやや満

足：92%）が、乗り心地の良さ（同：67%）、室温の快適さ（同：50%）

は中程度の満足度であった。 

また、走行可能距離は回答者全員が不満足であると回答していた。 

走行可能距離（感覚

値、n=10） 

充電無しで、平地と坂道でそれぞれ最大何 km 走行できそうかを尋

ねたところ、平地での平均は 71.1km、坂道では 47.5km という結果

となった。また、この平均値を用いて坂道での電費への影響を計算す

ると、約 33%電費が低下することになった。 

EV タクシーを指名

して乗る乗客の有無

(n=12) 

「尐しいた」との回答が 25%であった。 

通常のタクシーと比

較した不便、不満足

な点（n=12、複数回

答可） 

走行距離が短い、充電時間が長いが圧倒的に多く、どちらも 90%以

上回答された。その次に充電待ちの間に暖房が使えないという具体的

な運用点が約 60%挙げられていた。 

EV タクシー運行に

ついての改善点（自

由回答） 

自由回答で聞いたところ、「走行距離」、「車内スペースの確保」、「乗

降時の利便性向上」等、EV の性能や設計に対する改善点や不満点が

多く挙げられた。EV タクシーの運行に関する点として、急速充電器

の設置が挙げられていた。 

EV の今後の利用意

向（n=11） 

「機会があれば利用したい」は 20%程度であり、「あまり利用した

くない」が 70%程度と多かった。 

充電器使用時の不便

な点（n=12、複数回

答可） 

前出の「充電時に暖房が使えない」が最も多く選択されていた

（75%）。それに続いて「取出しと収納が面倒」「充電ケーブルによる

室内や手の汚れが気になる」がそれぞれ 58%、50%選択されていた。 
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項目 結果の概要 

本実験条件下におけ

る充電器の追加希望

の有無、設置を希望

する場所（n=11） 

約 90%が必要と回答した。具体的に必要としている充電器の種類は

急速充電器であり、乳頭温泉郷や休暇村といった回答が寄せられた。 

春季から夏季に想定

される訪問先および

必要とされる充電器

の設置場所（自由回

答） 

訪問先としては、山、行楽地といった漠然とした回答と、玉川温泉、

八幡平、角館といった具体的な観光地も挙げられている。充電器設置

希望場所としては、その目的地周辺やコンビニ、ガソリンスタンドと

いった回答が得られた。 

充電器の利便性向上

の提案（自由回答） 

自由回答を求めたところ、観光地の駐車場やコンビニエンスストア

といった利便性の高い場所への設置希望が挙げられた。また、急速充

電器の導入に関する提案や、ケーブルが充電器から伸びるものにす

る、メーカーの充電口を統一するといった充電器の改良に関する提案

が挙げられた。 

乗客の EV タクシー

の満足度（n=12） 

「とても良かった」「良かった」の合計が 75％であり、総じて乗客

の満足度は高かった。 

乗客からのＥＶタク

シーの良い点の評価 

（n=12、複数回答

可） 

「静かである」が最も多く約 80%、「話題性がある」、「排気ガスが

出ない」、「乗り心地が良い」が次いで 40～50%程度選択されていた。 

乗客からのＥＶタク

シーの悪い点の評価 

（n=12、複数回答

可） 

「車内が狭い」、「走行距離が短い」「充電切れの不安を感じる」が

多く選択されており、50～60%程度選択されていた。「乗り心地の悪

さ」や「車内が寒い」についてはほとんど選択されていなかった。そ

の他の意見として、高齢者や要介護者にとってシートが高く不便であ

るといった内容が多く挙げられた。 
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表 3-3 EV タクシードライバーへのヒアリング調査結果の概要 

項目 結果の概要 

運用状況 EV タクシーでは「充電が必要であること」と、「長距離利用の乗客

を乗せられないこと」による営業機会の損失が大きく、ドライバーか

らは不評であった。 

湯めぐり号については、ドライバーからの大きな不満はなく、毎日

ほぼ同じルートであるため、運行と充電のタイミングについて最適な

条件を模索している様子がみられた。 

春季や夏季に乗客が

要望する場所 

「角館」や「八幡平」、「十和田湖」といった比較的遠方場所が多く

挙げられた。なお、走行距離が伸びることによる充電切れの不安や、

乗客を逃す可能性があることを懸念していた。 

乗客の意見（満足点） 静か、乗り心地が良いといった点が挙げられ、特に観光客や若い世

代からは珍しいEVに乗ることができたことが満足につながっている

ようであった。 

乗客の意見（不満足

点） 

特に高齢者や要介護者の乗客から足元が高く、乗りづらいという不

満足な意見が出ており、実際の運行にも支障をきたしているようであ

った。また、荷物が多い観光客にとっては車内や荷物のスペースが狭

いということであった。 

一方で、足元の高さや車内スペースがあまり支障にならない観光客

等にとっては不満足な点はほとんど挙げられておらず、湯めぐり号で

は運行上ほとんど問題はないようであった。 

運行の改善点 タクシーでは、走行距離の問題や、EV タクシーでは対応できない

顧客の問題になっており、運行の改善点の提案として、急速充電器の

設置や電話受付時の顧客の状況の把握等が挙げられた。 

湯めぐり号については、運行上の問題点はさほど挙げられていない

が、現在、一日に 1、2 回の充電が必要なために運行できない便があ

ったり、帰社時の充電切れの不安があるため、急速充電器の設置や、

休暇村や蟹場温泉付近への普通充電器の設置が挙げられていた。 
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②考察 

本調査は、山間地の厳冬期という厳しい特徴的な状況下において、中速充電器が未

設置の状況で行われたため、敢えて厳しい回答が想定される設問を用意していること

に留意すべきである。 

 総じてドライバーの観点からの EV タクシーへの評価は低い傾向が見られた。これ

は、現状の運用方法では、タクシーとしての稼働率低下につながるため、問題視され

たものである。山間寒冷地におけるタクシーとしての運用に際しては、配慮すべきこ

とが多々あり、今後の対策で改善の方向を見出すことが望まれる。 

 その他、本調査結果を元にした考察は以下の通りである。 

i アンケート結果によれば EV タクシーの評価は総じて低かったが、これは EV の

特性である走行距離が短いこと、充電時間が長いこと等が要因の一つであると考

えられる。これらの不満点はタクシーの稼働率低下に直結するため、営業面から

問題視されている。また、これらの不満点から派生し、充電中に暖房が使えない

といった不満（車の設計上の問題）が挙げられている。 

ii 乗客にとっての不満点として、タクシー運行時に乗客や荷物を多く載せるには車

内が狭かったり、特に高齢者や要介護者にとって乗降しにくかったりすることが

不満点として多く挙げられていた。これらは EV の特性ではなく、車の設計の問

題といえる。 

iii 別途実施した乗客向けアンケート結果において乗客の評判は良かった。本調査に

おいても、通常のタクシーに比べ、車内スペースの狭さや車高が高いことによる

乗降性の悪さ等により支障がない場合は乗客の評判は総じて高かった。 

iv アンケートでは、ほぼ全ての回答者から急速充電器の設置が求められている。現

在の運行ルート内では、特に駅やタクシー会社周辺、乳頭温泉郷周辺への急速充

電器の設置が求められている。 

v 春季以降、玉川温泉（片道 50km 程度）や八幡平（片道 70km 程度）といった観

光地まで走行することが求められている。一方で、ドライバーの感覚値として冬

期は 50～70km 程度しか走行できないと考えていることから、暖房が不要になっ

たとしても、このような目的地には充電器が必要とされていると考えられる。 

vi タクシーが駅で待機する場合において、通常のタクシーよりも充電のための移動

時間や充電時間が必要なため営業機会の損失があるという意見がありタクシー

ドライバーの不満点につながっていた。これらの不満点を解消するために、田沢

湖駅周辺への中速充電器の設置による充電にかかる時間の短縮が考えられる。ま

た、その他にもドライバーの EV タクシー専用乗り場の設置や駅前での順番待ち

の優遇といった営業機会上での優遇策を提供することも考えられる。 

vii EV タクシーに適さない乗客を事前に把握し、それに対応した運行をすることが

必要である。例えば、電話での配車受付時に車高の高さは問題ないか、目的地は

どこか、乗車人数、荷物の程度を把握した上で、通常のタクシーと EV を使い分

けるといった運行方法が考えられる。 
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(4)EV 乗客の意向の分析 

①調査結果の概要 

EV に対する乗客の評価や今後どのような利用形態が求められるかを把握するため、

タクシー利用者、乳頭温泉郷湯めぐり号利用者（以上、リーフを使用）、仙北市 EV モ

ニター利用者（i-MiEV を使用）に対してアンケートを実施した。調査期間は 2 月 27

日～3 月 23 日であり、回答数は合計で 87 であった（湯めぐり号：57、タクシー利用：

27、モニター利用：3）。 

EV の乗客からの EV に対する評価は総じて高評価であった。本調査の結果の概要

は以下の通りである。 

 

表 3-4 EV 乗客へのアンケート調査結果の概要 

項目 結果の概要 

EV の 認 知 度

（n=81）、EV への関

心（n=72）、環境へ

の関心（n=81） 

65%がよく知っていると回答し、85%が EV に関心があると回答し

た。また、環境への関心は、ほぼ全てが普通以上であり、とても高い

が 24%、高いが 35%、普通が 39%であった。 

EV 利用地までの交

通手段（n=87、複数

回答可） 

新幹線が 93%と圧倒的に多かった。ついで、バスが 43％であった。 

EV の印象・評価（全

体的な印象（n=39）、

乗 り 心 地 の 良 さ

（ n=82 ）、静かさ

（n=77）） 

EV の全体的な印象についてはとても良かったが 59%、良かったが

36%であった。 

乗り心地の良さについてはとても満足が 55%、満足が 33%であっ

た。静かさについてはとても満足が 73%、満足が 20%であった。乗

り心地と静かさについて、不満足以下はほとんど選択されなかった。 

EV の良い点（n=87、

複数回答可） 

環境面（CO2 排出量が尐ない（61%）、排気ガスが出ない（56%））

が最も多く選択された。ついで、実用面（乗り心地が良い（43%）、

燃料費が安い（24%））、流行面（話題性がある（32%）、新鮮味があ

る（26%））が選択されていた。 

EV の改善点（n=87、

複数回答可） 

充電切れの不安を感じるが最も多く 56%であった。次いで、充電時

間が長いも 44%と多く選択されている。また、車内が寒いとの回答が

10%であったことは、本実験における特徴であるといえる。 

今後の EV の利用意

向（n=81） 

積極的に利用したいが 26%、機会があれば利用したいが 69%であ

った。あまり利用したくないもわずかながら（4%）存在した。 

EV などで環境に配

慮する観光地への印

象（n=84） 

ほぼ全員（94%）が良い印象を受けると回答した。 
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項目 結果の概要 

EV を利用したくな

る取組（n=87、複数

回答可） 

試乗会（37%）、利用できる場所やサービスの PR（33%）が多く選

択されていた。EV の具体的な長所の PR は 23%選択されていた。 

EV 利用時の各種割引、EV 専用・優先駐車場といった EV 利用時

のインセンティブ提供についてはそれぞれ 24%、17%選択されていた

が、上記の EV の長所や体感機会の PR よりもやや尐なかった。 

EV の利用意向別の

EV を利用したくな

る取組 

EV の利用意向が高い回答者（n=21）は中程度の利用意向（n=56）

の回答者に比べ、EV 利用時の各種割引、EV の専用・優先駐車場と

いった EV 利用時に実質的にメリットがあるものや、エコツーリズム

やツアーパッケージの充実といった観光関連サービスの充実を多く

選択していた。 

希望する EV の利用

形態（n=87、複数回

答可） 

タクシーが突出して多く、59%であった。レンタカー（35%）、自

家用車（32%）、送迎車（31%）は同程度選択されており、3 割程度で

あった。 

希望する EV の利用

形態に関する年齢に

よる意向の変化 

自家用車とレンタカーで傾向の変化が認められた。自家用車では

70 代の利用意向が高く、年齢が若くなるにつれて、利用意向が減尐

していた。一方でレンタカーについては、30 代～50 代で利用意向が

高く、60 代、70 代では利用意向は尐なかった。 

EV で走りたい場所

（n=87、複数回答

可） 

自然豊かな場所が突出して多く選択されており、72%であった。古

い町並みや住宅街（37%）、温泉街（28%）なども多く選択されてい

た。これらは田沢湖・角館エリアの道路・環境条件に合致していると

言える。 

その他の自由意見 EV や EV と観光地とのマッチングに対しての評価が見られた。改

善点として、走行距離の延長や充電インフラの充実、高齢者には車高

が高すぎ乗降しにくいといった意見が挙げられた。 
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②考察 

本調査結果を元にした考察は以下の通りである。 

i EV の印象・評価は総じて高く、乗り心地や静かさの満足度は高かった。EV の

良い点については、環境面（CO2 排出量が尐ない、排気ガスが出ない）が最も

多く選択されており、また EV などで環境配慮に取組む観光地に対しては、ほぼ

全員が良い印象を受けると回答している。さらに、EV で走りたい場所として、

自然豊かな場所や古い町並み、温泉街などが多く選択されている。このことから、

田沢湖周辺地域において EV を活用した環境に良い観光地としての情報発信は、

観光客に魅力的に映ると考えられ、積極的に PR していくと良いと考えられる。 

ii EV の改善点については、充電切れの不安や充電時間が長いことが多く選択され

ている。EV タクシーに乗客として乗車する際には、充電に関連した懸念点がほ

ぼないため、満足度が高くなっているといえるが、今後レンタカー等により観光

客が運転できるようになる場合には、充電に関する不安を低減させることが重要

だといえる。 

iii EV を利用したくなる取組として、全体的に、試乗会、利用できる場所やサービ

ス、具体的な長所の PR が多く挙げられていた。このことは回答者が EV 乗車に

より長所を体感できており、その上で、その長所や体感機会を PR すると良いと

考えていると推察でき、EV タクシーによる普及啓発効果は高いといえる。 

iv EV の利用意向が高い回答者は、EV 利用時の各種割引、EV の専用・優先駐車場

といった EV 利用時に実質的にメリットがあるものや、エコツーリズムやツアー

パッケージの充実といった観光関連サービスの充実を多く選択しており、EV の

利用意向が高い観光客に対しては、EV 乗車時の実質的なメリットの提供や観光

関連サービスの充実を行うことで魅力を提示できると考えられる。 

v 希望する EV の利用形態としては、タクシーは、全年代において突出して多かっ

た。また、レンタカーも多く選択されていたが、年代別に見ると、30 代～50 代

で利用意向が高く、60 代、70 代では利用意向は尐ない傾向が見られた。そのた

め、レンタカーを実施する際には対象年齢を絞った事業が効果的と考えられる。 
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4． PR 活動の実施 

(1)ラッピング 

観光 WG では、EVの PR活動の一貫として EV車両のラッピングの検討を行った。

複数プランの討議の結果、角館の桜をイメージ化し、田沢湖角館シンボルマークを大

きく扱い、「田沢湖・角館」を強く訴求したプランを採用し、各 EV 車両にラッピング

を施した。 

 

 

 

 

 

図 4-1 ラッピングのイメージ 
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(2)出走式 

2010 年 2 月 18 日には、本実証試験のキックオフセレモニーとして、仙北市役所田

沢湖庁舎前にて、導入車両の披露と、実証試験の概要の説明を報道機関に対して行っ

た。参加した報道機関および報道内容については、下表に示した。 

 

表 4-1 出走式の実施概要 

項目 内容 

日時 平成 23 年 2 月 18 日（金） 11 時～12 時 

会場 仙北市田沢湖庁舎前駐車場内 

主催 あきた次世代自動車実証コンソーシアム 

目的 本実証試験の取組について、メディアを通じて本実証試験の概要およ

び、次世代自動車（電気自動車 3 台、プラグインハイブリッド車１台）

の PR を実施。 

概要 ・挨拶 仙北市長 門脇光浩 

秋田県立大学副理事長 柚原義久 

秋田県産業労働部新エネルギー政策統括監 佐々木誠  

・事業説明 

・生保内保育園児による標語宣言 

  標語「地球にやさしい観光地 田沢湖・角館」 

・出走セレモニー（わらび座「響」による太鼓演奏付き） 

・報道機関向け試乗会 

備考 報道機関向けの試乗会も合わせて実施した。 

 

表 4-2 出走式の参加報道機関及び報道内容 

報道機関 報道内容 

秋田魁新報社 2 月 19 日(土)朝刊、ホームページ「さきがけ OnTheWeb」

で紹介 

NHK 秋田放送局 2 月 19 日(土)朝のニュース内の「今日の話題」で紹介 

ABS 秋田放送 2 月 18 日(金)「news every」ローカル枠 18:15～、「日テ

レ NEWS24」で紹介 

AKT 秋田テレビ 2 月 18 日(金)「FNN スーパーニュース」ローカル枠 17:54

～で紹介 

AAB 秋田朝日放送 2 月 18 日(金)「super J チャンネル」ローカル枠 18:17～

で紹介 
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次世代自動車の披露（左から、i-MiEV、リーフ、プリウス PHV） 

 

充電の様子（i-MiEV） 

 

充電の様子（リーフ） 

 

充電の様子（プリウス PHV） 

 

図 4-2 出走式の様子 
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(3)ちらしの作成 

 本事業の広報用ちらしを作成し、次年度にかけて、各イベントや関係各所にて配布

を行う計画である。 

 

  

図 4-3 広報用ちらし 

 



25 

5． 充電器設置講習の実施 

秋田県内の電気工事会社を対象として、「充電インフラ設備に関連する商品及び工事

方法習得のための研修会」と題した充電器設置講習を開催した。 

 

表 5-1 充電器設置講習セミナーの実施概要 

項目 内容 

日時 平成 23 年 5 月 19 日（木）13：00～ 

会場 仙北市田沢湖総合開発センター大集会室 

主催 あきた次世代自動車実証コンソーシアム 

目的 秋田県内の電気工事会社が充電器設置に関する商品や工事方法を習得する 

概要 ① 商品研修会（約 1 時間 30 分） 

・普通充電器について      講師：パナソニック電工株式会社 

・急速、中速充電器について   講師：株式会社アルバック 

・充電状況管理システムについて 講師：兼松株式会社 

② 施工現場見学（約 1 時間） 

・田沢湖共栄パレス（中速充電器、普通充電器、充電管理システム） 

参加人数 68 名（電気工事会社：61 名、関係者他：7 名） 

 

 

商品研修会の様子 

 

施工現場見学の様子 

図 5-1 充電器設置講習の様子 
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6． 今後の課題 

今年度の走行試験について、各 WG で行った検討結果を整理し、検討課題について

整理した。その結果、大別して以下の 7 つの方策に基づき次年度以降の検討を行って

いくこととする。 

 今年度はインフラの整備などを行った関係から、走行試験は約 1 ヶ月強と短く、基

礎的なデータ収集や実態把握に留まった。そこで次年度は、基礎的なデータ分析（下

図の①、②）の継続に加え、EV の効果的な利用方法の検討（下図の③～⑤）や、県

内外への PR 活動の強化（⑥、⑦）などに注力していきたいと考える。 

 

次年度の検討の基本方針 

１）設置したハードの利用状況等の把握、追加整備の検討 

①電費の影響要因分析の正確性の向上（自動車 WG） 

②充電器配置の現状評価及び追加配置の検討（インフラ WG） 

 

２）仙北市における EV の効果的な利用方法の検討 

③タクシーの効果的な利用方法の検討（自動車 WG） 

④湯めぐり号の運用方法の検討（自動車 WG） 

⑤一般観光客が EV を利用できる方法（レンタカー等）の拡充（自動車 WG） 

 

３）県内外への PR 活動の強化 

⑥地域観光産業との連携の強化（観光 WG） 

⑦本取組の県内外への PR の強化・ブランド化（観光 WG） 
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あきた次世代自動車実証コンソーシアム構成員 

団体名 概 要 

公立大学法人秋田県立大学 事業管理、コンソーシアム事務局 

日産自動車株式会社 自動車メーカー（リーフ） 

三菱自動車工業株式会社 自動車メーカー（i-MiEV） 

トヨタ自動車株式会社 自動車メーカー（プリウスプラグインハイブリッド） 

日産プリンス秋田販売株式会社 地元販社 

株式会社日産サティオ秋田 地元販社 

秋田三菱自動車販売株式会社 地元販社 

パナソニック電工株式会社 充電器メーカー（普通充電器） 

パナソニック電工インフォメー

ションシステムズ株式会社 
通信システム 

株式会社アルバック 充電器メーカー（中速充電器） 

兼松株式会社 商社、通信システム 

株式会社田沢モータース ＥＶタクシー改造など 

生保内観光ハイヤー株式会社 ＥＶ走行（乳頭温泉郷湯めぐり号） 

田沢観光株式会社 ＥＶ走行（タクシー） 

仙北市 ＥＶ走行（公用車）、（まちづくり、観光対策） 

乳頭温泉組合 観光対策 

株式会社アド東北 観光対策（広告代理店） 

株式会社リサイクルワン コンサルティング、事務局サポート 

社団法人田沢観光協会 地元観光協会 

国土交通省東北運輸局 

秋田運輸支局 
オブザーバー（タクシー許認可など） 

環境省東北地方環境事務所 

鹿角自然保護官事務所 
オブザーバー（自然公園許可など） 

秋田県 オブザーバー  

計 22団体  

 

※平成 23 年 3 月 31 日現在 

 


