規制改革推進会議（第21回）終了後記者会見
議事概要

１．日時：平成29年10月24日（火）17:35〜18:03
２．場所：合同庁舎４号館４階共用408会議室
３．出席者：
（委

員）大田弘子議長

４．議事概要：
○大田議長

お待たせいたしました。第21回「規制改革推進会議」が終わりました 。

来年の答申に向 けて、改革 を進める重要 事項の１つと して、「 インバウン ド支援、オ リ・
パラ成功への規制 改革」を掲げ ておりますが 、きょうは、 その一環と して、２つの テーマ
を議論いたしました。
第一のテーマは 、屋外広告規 制の見直し、 特にプロジェ クションマ ッピングに関 する規
制について、慶應 義塾大学の村 井純先生、渋 谷クリエイテ ィブタウン の冨田理事か ら御説
明をいただきました。
プロジェクショ ンマッピング は、オリンピ ックのときは もちろん、 日本の街など いろい
ろなものをアピー ルするのに重 要な手法です が、屋外広告 物法を初め とした、いろ いろな
規制があります。 そこで、プロ ジェクション マッピングと いう、新し い手法に合っ た規制
のあり方について、御提案いただきました。
第二のテーマは 、第一期から 取り組んでお ります、「利 用者ニーズ に応える新た なタク
シー等の移送サー ビス実現」に ついて、三ヶ 森タクシーの 貞包健一代 表取締役、三 和交通
の吉川永一社長に おいでいただ きまして、ホ ットラインに お寄せいた だいた御要望 につい
て、お話を伺いました。
お手元の資料で、簡単に御説明いたします。
１つ目の屋外広 告物規制です が、村井先生 のお話ですと 、日本には 、プロジェク ション
マッピングのアー ティストが多 く、活躍して いる、と。日 本のアーテ ィストは、海 外のよ
うに、一匹オオカ ミ的に大きい プロジェクト をやるのでは なくて、チ ーム・ラボと して小
さな産業体としてやっているケースが多い。
屋外広告物の規 制は、安全・ 安心などを目 的としていま すが、日本 のアーティス トのよ
うに小さな産業体 として動いて いると、安全 ・安心を重視 した活動が しやすいので はない
か、と 。ただ 、日本の場合 は、例 えばディズニ ーランドとい ったプライ ベートな空間 では、
発達しております が、公共空間 では、なかな か発達してい ません。こ れがきょうの 問題提
起の原点です。
日本には、すぐ れたアーティ ストがいて、 割と小規模な 産業体で動 いているから 、公共
的な安全・安心を 重視した活動 はしやすいに もかかわらず 、さまざま な規制があっ て、公
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共空間で活用することが難しい、ということですね。
プロジェクショ ンマッピング に関する主な 規制をまとめ た資料をご 覧ください。 道路を
またがって向こう 側に投影して はいけないと か、大きさに 制限がある とか、いろい ろな規
制があり、これら についてどう いう順序で、 誰に相談すれ ばいいか、 わからないと いうこ
となのです。
資料の３ページ に、ア 、道路を 越えての投 影ができない 、イ 、企業名 の表示ができ ない、
ウ、表示面積の制限がある、と書かれています
こうした規制について、大変興味深い動画を使って御説明をいただき ました。
主な質疑を紹介 いたします。 資料には、最 後のページに あるバスへ の広告の例の ように
伝統的な屋外広告 物も含まれて いるし、プロ ジェクション マッピング も含まれてい るが、
両者は違うのでは ないか。プロジ ェクション マッピングは、中心市街地 の街区をしぼ って、
夜やるものであり 、伝統的な屋 外広告物とは 異なるのでは ないか、と いう質問があ りまし
た。村井先生から は、おっしゃ るとおりだ、 プロジェクシ ョンマッピ ングは、普通 の屋外
広告物とは違って 、三次元の空 間に投影する 、夜間に投影 する、投影 の期間が区切 られて
いる、と。そうい うことで、ご 要望は、新し い技術を使っ たプロジェ クションマッ ピング
に合った規制のあ り方、ガイド ラインのあり 方を議論して ほしいとい うご趣旨であ ると受
け止めました。
２つ目の議題であり三ヶ森タクシーさんと三和交通さんの御要望につ いてお話し ます。
三ヶ森タクシー さんの御提案 は、

ハイヤ ー的なタクシ ー

があれ ば、より利用 者のニ

ーズに応えられる のではないか、というもの です。 資料に 沿って簡単 に御説明しま すと、
貞包代表取締役は 、ライドシェ アには反対で ある。これは やはり白タ クである、と 。しか
し、日本のタクシ ーも、もっと 利用者ニーズ に応える努力 をする必要 があるのでは ないか
ということで、資 料には、「ラ イドシェアに 学ぶタクシー 改革の道筋 」として、ラ イドシ
ェアがやっている、いろいろな工夫が書かれています。
その上で、コス トカットした 別モードのタ クシーがあっ ていいので はないか、と いうこ
とで、

ハイヤー 的なタクシー

の詳細が書 かれています 。運転手の 要件は、二種 免許で

はなくて、1.5 種的免許。雇用は請負も しくは直接雇 用。車両 は自家用車だ けれども 、届け
出制とし、所有タ クシー台数を 上限とする。 運行管理はタ クシー会社 がきちんとや る。安
全対策として、事 業者に運行責 任を課し、運 転手に対する 指導監督を やらせる。営 業の制
限として、予約配車のみ可で、顧客との金銭の授受を禁止する、という ものです。
主な質疑を紹介 いたします。1.5種 免許という のは、どういうイ メージか、という 質問に
対して、三ヶ森タ クシーさんか らは、現在、 中型に限定し た免許を解 除するときに ５時間
ぐらいの研修があ る、あるいは ユニバーサル デザイン・タ クシーの研 修といったも のもあ
るのだそうですが 、一種免許を 持っている人 に対して、こ ういう一定 時間の研修を すると
いうイメージであるというお答えがありました。
また、資料に「 台数や運賃規 制なし」と書 かれている箇 所の運賃規 制なしはどう いう意
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味かという質問に 対して、お答 えは、ロンド ンのプライベ ートタクシ ーのイメージ で、会
社ごとに料金を決 める、という ことでした。 これは一般の 運賃規制と は、違う枠組 みにな
ります。
また、タクシー会 社が一種免許 を持った人 を採用して二 種免許を取ら せるというこ とは、
今、やっているわ けですけれど も、二種免許 というのは、 そんなにハ ードルが高い のかと
いう質問がありま した。お答え は、二十数万 円かかって２ 週間の運転 免許のための 教習が
要る、これをハード ルが高いと見 るかどうか だけれども、今 までインタ ビューした中 では、
ハードルが高いと感じている人が多いということでした。
次の三和交通さんのご要望は、救援タクシーの範囲の拡大です。
救援タクシーと いうのは、資 料にあります ように、例え ば、客が忘 れ物をしたと きに、
タクシー会社に代 理での受け取 りを要望する といったサー ビスです。 救援タクシー の届け
出をすることで 、買い物 や、忘れ 物、手 荷物、書類等の受け 渡しができ るというもの です。
この「手荷物」 をある程度大 きな荷物を運 ぶというとこ ろに広げら れないかとい うのが
ご要望ですが、申請をしたところ、だめであったということです。
資料にあるよう に、自動車業 務課長通達が 出されており ます。救援 事業について の要件
を定めた通達です が、四角囲い の２行目から ごらんいただ くと、「単 に役務を提供 する行
為及び役務提供に 連動して生ず る非定型的な 物品輸送であ って社会通 念上貨物運送 行為と
みなされないもの を行う場合に ついても、実 情に応じてこ れに準じた 取り扱いを行 うこと
とされたい」、と いうことで、 社会通念上、 貨物運送行為 とみなされ ないものとい う制限
がかけられているわけです。
御要望としては 、「社会通念 上貨物運送行 為とみなされ ない」とい う文言の解釈 が曖昧
であるし、そもそ もこの要件は 、不要ではな いかと。この 部分は貨物 運送事業者と の競合
を懸念していると 思われるけれ ども、事業構 造が全く異な りますし、 同様のサービ スを同
一の価格帯で提供 するといった 競合は、生じ ないであろう 、と。下の 囲みに要望が 書かれ
ていますが、社会 通念上、貨物 運送行為とみ なされないと いう要件を 削除し、その 上で、
一度に輸送可能な荷物の数、量を規定してはどうか、というものです。
これに対する主 な質疑をご紹 介します。何 を運ばれるか わからない というのも困 るだろ
うから、会員制に してはどうか という質問に 対して、三和 交通さんは 、登録した人 を想定
しているということでした。
また、例えばオ レオレ詐欺の 受け子のよう なものに使わ れるのでは ないかという 質問に
対して、登録すると きに、クレジ ットカードの ナンバーや電 話番号も登 録がなされる ので、
防げるのではないかというお答えでした。
主な質疑は、以上です。
もう一つ、ホッ トライン案件 についても、 議論いたしま したが、格 別な質疑はあ りませ
んでした。
それぞれの議題 のまとめとし て、私が申し 上げましたの は、１つ目 の屋外広告物 規制に
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ついては、今後、 プロジェクシ ョンマッピン グがより利用 できるよう に、関係省庁 と意見
交換をしていきたいということです。
２つ目のタクシ ーの移送サー ビスにつきま しては、次の ようなこと を申し上げま した。
第一期でも、タク シーをめぐる 規制について いろいろ議論 してまいり ました。今、 外国人
による白タクの問 題が大々的に 報道されてお ります。これ はもちろん 違法行為です から、
取り締まりを強化 することは、 当然ですけれ ども、一方で 、既存のタ クシーが十分 なサー
ビスを供給できて いないという 面が、この背 景にあること も、否定で きないのでは ないか
と考えています。 しかるべく規 制を見直すこ とで、利用者 の多様なニ ーズに応える という
こととあわせて、 国際化や人材 不足といった 業界が抱えて いる課題に も、対応する 余地が
あるのではないか と考えますの で、今後、国 土交通省とも よく意見交 換をしていき たいと
思っています。
私からは、そういうまとめをいたしました。
以上です。
○司会

それでは 、御質問のあ る方は、挙手 の上、お名前 と御所属を 言っていただ きまし

て、簡潔に質問いただければと思います。どうぞ。
○記者

プロジェ クションマッ ピングなので すが、20回目 の会議のと きにも、議長 はおっ

しゃっていました が、規制を何 かしら緩和す るということ は、方向性 は決まってい るとい
う理解でよろしいのですか。
○大田議長

全く 決まっていま せん。前回は 、屋外広告物 規制が「オ リ・パラ成功 への規

制改革」のところ に書かれてお り、唐突に出 てきた印象を おもちかも しれないと思 い、御
説明いたしました。実際の議論は今から始めます。
○記者

規制を緩 和するかどう かも含めて、 やりやすくす るような、 例えば緩和で はなく

て、国交省などと のやりとりで 、何も変えな くても、運用 上変えると いうこともあ り得る
という、いろんな可能性がまだあるということですか。
○大田議長

それ はこれからで すけれども、 プロジェクシ ョンマッピ ングを、従来 の屋外

広告物と一緒にし ていいのかど うかというこ とだと思うの です。三次 元の空間に投 影する
ものですし、これ から先も新た な技術を使っ た手法が出て くるのだろ うと思います ので、
新たな技術に対応したルールのあり方を議論していきたいと思っていま す。
○記者

基本的な ことで恐縮な のですが、プ ロジェクショ ンマッピン グを屋外広告 物とし

て規定しているのは、屋外広告物条例が規定しているということなので すか。
○大田議長
○事務局

これは事務局に説明してもらいます。
屋外広 告物法でフレ ームワークは つくってある のですけれ ども、最終的 には、

それを受けた各都道府県、指定都市、中核市などの条例で決めています 。
○記者
○事務局
○記者

各条例にプロジェクションマッピングがあるということですか。
今のところ、プロジェクションマッピングという言葉は出ていません。
でも、そこに整理されているということですか。
4

○事務局
○記者

広告物として整理して、運用しているということです。
今、運用 上はそうなっ ているけれど も、今後、プ ロジェクシ ョンマッピン グの法

的というか、位置づけを考えていくということであるわけですね。
○大田議長

はい 。現在は具体 的にどうして いるのかとい う質問があ りまして、こ れに対

して、例えば渋谷 区の場合、ま ず渋谷区役所 に行く。そこ で、屋外広 告物条例では 、道路
を越えて投影する とか、大きく 投影するとい うのは違反に なりますの で、そこから 先に進
めない、と。仮に そこで何らか の条件で進め たとしても、 次は、警察 に行かなくて はいけ
ない。そういうこ とで、何をど ういう順序で 、誰に相談す ればいいの か、わからな いのが
現状だということでした。
○記者

ありがとうございます。

○司会

ほかにございますか。隣の方、どうぞ。

○記者

きょう、 事業者の方、 関係者の方か ら聞き取りを 行ったと思 うのですけれ ども、

今後の進め方とし て、ほかの当 事者、事業者 のような方に ヒアリング を行うのか、 ヒアリ
ングはきょうまで で、今後はあ くまでも各省 庁との規制の あり方につ いての議論と いいま
すか、そういうことを会議の中でもんでいくのかという、進め方はいか がでしょう か。
○大田議長

ホッ トラインとし て出された御 要望を受けて ご説明を聞 きましたので 、今後

は、関係省庁と意見交換していきたいと思っています。
タクシー移送サービスは国土交通省です。屋外広告物規制も国土交通 省ですね。
○記者

スケジュール感みたいなものは、これからですか。

○大田議長

これ からです。来 年の答申に向 けてですので 、今の時点 で、スケジュ ールは

申し上げられません。
○記者

わかりました。ありがとうございます。

○司会

ほかにございますでしょうか。どうぞ。

○記者

今、ホッ トラインで受 けた要望とお っしゃったと 思うのです けれども、今 回の話

というのは、ホットラインで受けたものという理解でよろしいでしょう か。
○大田議長

「イ ンバウンド支 援、オリ・パ ラ成功のため の規制改革 」ということ で議論

をしています。１ つ目のご要望 は、オリ・パ ラの組織委員 会に、経済 ・テクノロジ ー分野
の委員会がありま す。私が委員 長をしており ますけれども 、その委員 会で、村井先 生がプ
ロジェクションマ ッピングの問 題提起をされ ました。この 委員会では 、プロジェク ション
マッピングはオリ ・パラに向け ての重要な手 法であるとい う議論を、 去年からして おりま
すので、ここは規 制改革推進会 議として、議 論していこう ということ で、今回、議 題にし
たということです。
２つ目は、イン バウンド支援 、あるいはオ リ・パラを念 頭に置いて 第一期から新 たなタ
クシー移送サービ スなどについ て議論してき ています。ヤ マト運輸さ んご要望の貨 客混載
の議論もいたしました。その一環として、議論したということです。
○記者

この後、 役所と意見交 換ということ ですけれども 、イメージ として、22回 の会議
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のときには、また 違うテーマで お話を伺うよ うになるのか 、役所との 意見交換で進 んでき
たものが、こちらに出てくるとか、次の会議のイメージとしては、どう ですか。
○大田議長

本会 議をどういう スケジュール でやるかとい うのは、い ろんなことを 考えな

がら決めておりま す。年内に改 革の方向性を 示す３つの重 点課題もあ ります。スケ ジュー
ル上、許せば、国土交通省さんにおいでいただいて、議論することも考 えられます 。
○記者

わかりました。

○司会

あとはよろしいでしょうか。

それでは、本 日の記者会 見は、ここ までといた します。ど うもありが とうございま した。
○大田議長

ありがとうございました。
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