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ICT街づくりにおける課題

データ利活用型スマートシティの実現

今日の街が抱える課題

• 総人口の減少（都市人口増もピーク）
• 国際的な都市間競争の時代

街づくりにおけるソフトの重要性

• 従来はハード重視
• ハードとソフトは個別に完結で一貫性が欠如

ICT街づくりの今後の進め方

• 成功モデルの横展開（全国29自治体）
• 地方の単機能型の課題解決

都市のQoL、生産性
向上の必要性

都市が抱える複雑な課題
解決の必要性

ソフト重視で持続性・発展性を
高める必要性

ICT街づくり
（個別実証）

H24～26

成功モデルの横展開

H27～28

成功モデルの
横展開（継続）

H29～

データ利活用型

スマートシティ

（参考）ICTを活用した街づくりの流れ

＜これまでの成功モデルの例（センサーを活用した鳥獣被害対策）＞
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海外におけるスマートシティ -デンマーク・コペンハーゲン市-

取組テーマ取組テーマ

＜City Data Exchangeのイメージ＞

交通、エネルギー、水、ソーシャルメディア等のデータを、市・公
共機関、各民間企業（リテール事業者、不動産屋、保険会社、ア
プリケーション開発者、コンサルタント等）に提供。

（出典）ICT街づくり推進会議スマートシティ検討WG第４回野村総合研究所説明資料

プラットフォームの概要

• 個々のデータを1つのプラットフォームに統合し、デー
タ収集、統合、共有を一元化。

データ利活用の方法

• 街灯にWi-Fi等を設置し、人や車、バイクなどの移動
データを分析。

• 交通車両をリアルタイムで追跡し、信号機等の最適
化を図り、CO2の削減と移動時間の短縮を実現。

• 携帯電話、ゴミ箱に設置したセンサー、下水処理シス
テム等から大気質やCO2排出量に関するデータを回
収し、大気汚染の改善やCO2排出量の削減に活用。

• コペンハーゲン空港の利用者の携帯電話からのWi-Fi
アクセスにより、位置と動きをリアルタイムで3Dマッピ
ングし、行動・利用予測に活用。

• 集めたビックデータは、企業間による都市ビッグデー
タ取引市場の創設（City Data Exchange）や、公共・
民間データの統合に活用する予定。
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海外におけるスマートシティ -イギリス・ブリストル市-

取組テーマ取組テーマ

（出典）ICT街づくり推進会議スマートシティ検討WG第４回野村総合研究所説明資料

プラットフォームの概要

• SDN（Software-Defined Networking：ネットワークをソフト
ウェアで制御する概念）やIoT、ビッグデータ等の技術を用
いたスマートシティプラットフォームを構築。

データ利活用の方法

• 取得した各種都市データを一般・中小企業パートナーに開
放。パートナーはこれらを活用して都市の諸問題を解決す
るソリューションの開発・実証を実施。

• パートナーからの課金収入の枠組みを計画中。

＜「Bristol is Open」のウェブサイト＞

＜スマートシティプラットフォームの構造＞

駐車場・CCTV・スマートグリッド等の市内設備から回収したデー
タ、スマートフォン・家庭内のメーター等の市民の所有物から回
収したデータを一つのプラットフォームで管理し、加工の上、必
要なユーザーに提供。
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データ利活用型スマートシティの基本構想

ネットワーク層

計画段階

• ICT関連事業者が街づくり計画段階の
初期から参画

• 自治体の首長による強いコミットメント
• 全体を統括して横串を通す自治体内

の組織

対象

• 拡張可能性や持続可能性の観点から、
都市全体、鉄道沿線、街区が主たる
対象

• スクラッチからの開発と既存の街の
再開発への導入の2種類があること
に留意

構築段階

• PPP/PFIなど民間と連携したファイナ
ンスを活用

• 地元の有志企業からの出資
• ソーシャルインパクトボンドの活用も

考慮

運用段階

• 横断的なマネジメントを行う組織が
鍵

• ICT企業がエリアマネジメント組織に
参画し、データを利活用

• PDCAを回すことで、スマートシティの
バージョンアップを図る

• 既存インフラに加え、LPWA、MVNOなど
目的に合わせ効率よく利用

• 更にSDNや５Gの活用も視野に

• ゼロからの構築では無くオー
プンソースの活用

• 他のプラットフォームとの互換
性を確保

• データの標準化、アプリケーションの相
互運用性確保、ベンチャーの活用がサー
ビスの多様化に必要

• 将来的にはAIを活用した都市機能のマ
ネジメント等を視野に

データ利活用型スマートシティ
希望する自治体が容易に活用する環境を整え、運用・維持・管理コストを抑制

近隣自治体等へ
横展開し、波及効

果を最大化

都市が抱える多様な課題解決を実現

データ連携基盤
（モジュール＆クラウドによる共通化）

農林水産農林水産

交通交通

観光観光

健康・医療健康・医療

行政行政 気象気象

大企業やベンチャー
企業など、多様な

主体が参画

様々なデータを収集

サービス（データ流通）層

プラットフォーム層
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今後の取組

官民でビジョンを共有し、データ利活用型スマートシティの普及拡大

各
主
体
の
役
割

産業界における取組

• 互換性が高いプラットフォームの構築
及び運用

• エリアマネジメント組織への参画

大学等における取組

• 自治体、企業と連携し、データの新たな
利活用方策の実証

• 先進的なプラットフォームの研究及び実装

地方自治体における取組

• 街づくりの方針、総合的な計画策定
• 首長のリーダーシップの下、街づくりを推進

政府における取組

• 競争的なプロセスを経た支援、標準化の推進
• ベンチャーの参画を促すための環境整備

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

短期（２年）

• 先導的なデータ利活用型スマート
シティを全国数カ所で構築し検証

• 重要な課題について隘路を解消す
るための集中的な取組に着手

中期（３年～５年）

• ノウハウや成果を検証し、共通的なプ
ラットフォームの完成度を高める

• 全国10箇所程度実施し、面的拡大
• 質の高いモデルについては国際展開

長期（６年以上）

• 多様な主体が活動するデータ利活用型
スマートシティが様々な規模で普及展開

• 官民の多様なシステムとの連携、複数都
市への提携

産学官が
一体となって

推進

ICTスマートシティ整備推進事業
（平成29年度予定額 ５．１億円の内数）
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地方創生関連交付金
（内閣府：平成29年度予定額 1,000億円）

ローカル10,000プロジェクト
（総務省：平成29年度予定額 18.9億円の内数）

関連施策と
連携



座長 岡 素之 住友商事（株）相談役
（前産業競争力会議議員、前規制改革会議議長）

座長代理 小宮山 宏 （株）三菱総合研究所理事長

石原 邦夫 東京海上日動火災保険（株）相談役

岩沙 弘道 三井不動産（株）代表取締役会長

清原 慶子 東京都三鷹市長

須藤 修 東京大学大学院情報学環・学際情報学府 教授

徳田 英幸 慶應義塾大学環境情報学部教授

村上 輝康 産業戦略研究所代表

清原構成員

小宮山座長代理

（参考） ＩＣＴ街づくり推進会議

内閣官房（ＩＴ総合戦略室）、経済産業省、国土交通省、農林水産省、厚生労働省

（敬称略）

オブザーバ

石原構成員

徳田構成員

岩沙構成員

須藤構成員

村上構成員

岡座長

●平成２５年1月16日に発足し、平成２9年2月10日（金）に第１3回会合を開催。

● これまで、地域再生・地域活性化に向け、ICTを活用した街づくりの実証プロジェクトを推進。

●現在、実証の成果の「横展開」を推進するとともに、「継続的」「自立的」な推進体制の在り方等を検討。
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（参考） スマートシティ検討ＷＧ

１ 目的

データを利活用したスマートシティ型の街づくりの検討のため、今後目指すべきスマートシ
ティに要求される事項等を専門的な視点からまとめることを目的とする。
※ＩＣＴ街づくり推進会議の下に設置する。

２ 主な検討事項

（１）データを利活用したスマートシティ型の街づくりに要求される事項や留意事項
（２）上記要求される事項等に関する技術面等の課題の抽出や検討
（３）その他
※構成員からのプレゼンや自治体からのヒアリングを行うとともに、自由な意見交換を行い、検討を
進める。

３ 開催期間

平成２８年１１月から４回開催し、本年１月に第一次取りまとめ。

４ 構成員

＜主査＞
徳田 英幸 慶應義塾大学 環境情報学部 教授

関本 義秀 東京大学生産技術研究所 准教授

関 治之 コード・フォー・ジャパン 代表理事

東 博暢 日本総合研究所
主席研究員/融合戦略グループ長

吉川 尚宏 ＡＴカーニー パートナー

大西 佐知子 日本電信電話 新ビジネス推進室 地域創生担当 統括部長

大橋 一博 ジュピターテレコム 執行役員 グループ戦略本部長

川除 隆広 日建設計総合研究所 上席研究員

佐藤 和美 清水建設 コーポレート企画室 次世代リサーチセンター副所長

小笠原 治 株式会社ABBALab 代表取締役
（さくらインターネット株式会社 フェロー）
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はじめに 

 

 総務省では平成 25 年１月に「ICT 街づくり推進会議」（座長：岡素之 住友商

事（株）相談役）を立ち上げ、これまで地方創生・地域活性化に向け、ICT を利

活用した実証プロジェクトを実施し、そこから得られた成果の「横展開」を推

進するとともに、「継続的」「自立的」な推進体制の在り方等の検討を行ってき

た。 

 

 従来は比較的規模の小さい単品型の課題解決の取組が中心であったが、平成

28 年６月の第 12 回会合において、複雑な課題を抱える都市についてもデータ利

活用型の街づくりに取り組む必要性が議論され、交通・観光・医療・健康など

様々な分野のデータを収集しその利活用を通じて、都市が抱える複数の課題を

解決するスマートシティモデルを構築すべきとの提言が行われた。 

 

 これを踏まえ、データ利活用型スマートシティの要件等を検討することを目

的に、平成 28 年 11 月に ICT 街づくり推進会議の下にスマートシティ検討ワー

キンググループ（WG）が設置されたところである。本 WG では、現在までに４回

の会合を開催し、データ利活用型スマートシティを構成する技術、持続可能な

取組方策、産学官に期待される役割等について議論を行ってきた。本報告書は、

本 WG におけるこれまでの検討結果をとりまとめたものである。   
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１ ICT 街づくりの課題 

 

（１）今日の街が抱える課題 

 

近年、我が国では少子・高齢化が急速に進展している。総人口は既に減少を

始め、国立社会保障・人口問題研究所によれば 2048 年には 9913 万人と 1 億人

を割り込むことが見込まれている1。また、地方から都市への人口移動による都

市人口増も既にピークを過ぎつつある2。さらに、高齢化については、地方で更

なる高齢化が進展しつつ、今後、大都市圏を中心に高齢者数が大幅に増加する

ことが見込まれている。 

 

すなわち、経済活動への投入としての人口の増加と、生産性の高い産業が立

地し、規模の経済性を有する都市への人口移動は、いずれも経済成長の大きな

要因であったが、これら人口増を要因とする経済成長は終焉しつつあると考え

られる。 

 

これは、先進国に共通する課題である。例えば、米マッキンゼーは 2015～25

年に先進国全体で大都市の人口が 17％減少すると予測しており、世界的にも都

市における人口増のペースが鈍化することが見込まれている。 

 

このような状況に対応して、新たな活力を発揮するためには、都市における

一人あたり生産性と生活の質（QoL：Quality of Life）を高めることが必要で

ある。一人あたり生産性の向上は人口減少への対応として有効であり、QoL を高

めることは街からの人口の流出を防ぎ、活力を維持創出することに寄与する。 

 

今後、グローバルな経済連携がさらに強化されることにより、都市は国際的

な競争の時代を迎える。複雑な課題を抱える都市の QoL 向上、生産性向上の必

要性は増大する。我が国としては、こうした課題に先導的に取り組み、国際展

開も視野に入れつつ、課題解決のための有効な取組の普及を図るべきである。 

 

（２）ICT 街づくりの今後の進め方 

 

                                                  
1 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」の出生中

位・死亡中位推計による。 
2 同研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」は、2015～20 年にかけて

は沖縄県を除く 46 都道府県、2020～25 年にかけては全都道府県で総人口が減少すると推

計。 
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総務省では、ICT を活用した地域の課題解決、地域再生・地域活性化を図るた

め、平成 24～26 年度に「ICT 街づくり推進事業」として、ICT を活用した街づ

くりのモデル実証事業を実施した。また、平成 27 年度からは、「ICT まち・ひと・

しごと創生推進事業」として、実証事業で得られた成功モデル（センサーを活

用した鳥獣被害対策、クラウドを用いた林業の生産性向上、マイナンバーカー

ドを活用した母子健康支援等）について普及展開を推進してきており、平成 27

年度に 22 自治体、平成 28 年度に７自治体に横展開を図ってきた。 

 

これらの ICT 街づくり関連事業を通じ、地方の課題解決に資する単機能型の

ICT 街づくり及び成功例の横展開については一定の成果を得つつあるところで

あり、引き続き、こうした取組を強力に推進していく必要がある3。同時に、ICT

基盤の共通化、データ連係のためのプラットフォーム（基盤）の構築など、都

市が抱える複雑な課題に対処するための技術の選択やノウハウの獲得などにつ

いても新たな課題として明らかになってきている。このため、都市の QoL や生

産性向上を目指す新たな課題解決の取組の推進に向けて、同時並行的に検討す

る必要がある。 

 

（３）街づくりにおけるソフトの重要性 

 

都市開発の領域においても、少子・高齢化と ICT の技術革新を背景とした変

化が起こっている。従来は、建物や土地、エネルギーやモビリティ関連施設の

効率的な配置等に着目したハード重視の考え方が前提とされてきた。しかし、

こうしたハード面と、その継続性や発展性を支えるソフト面としてのICTは別々

に考えられてきたため、後者は個別に完結してしまい一貫性を欠く傾向がある。 

 

特に、インバウンド対応や災害対応、インフラ管理など新たな課題に関する

ICT 利活用への期待は高い。今後は、ソフト重視（データ利活用）で街の持続性・

発展性を高め、付加価値向上を図る「データ利活用型スマートシティ」の取組

を推進すべきである。 

 

データ利活用型スマートシティとは、ICT とデータを利活用し、そこに住む

人々の QoL を高めながら都市のインフラ・サービスの効率的な管理・運用を実

現することにより、街の課題を解決しつつ活力を高めることを目的とした新し

                                                  
3 日本再興戦略 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）において、「ICT 街づくりの成功モデ

ルについて 2020 年度までに 100 自治体以上（自主財源によるものも含む）の普及展開を目

指す」とされている。 
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い形のスマートシティである。収集したデータをベンチャーを始めとした多様

な企業が利活用することで、新たなサービス創出、オープンイノベーションを

通じたエコシステムの形成等が期待できる。また、データの利活用による公共

インフラ管理コストの低減で生み出されたリソースを成長分野に投入すること

も可能となり、街の自立性・持続性を高めることが期待される。 

 

データ利活用型スマートシティを構築する上での技術的な選択肢は多様であ

る。センサーの普及拡大、LPWA（Low Power, Wide Area）の登場4、MVNO（Mobile 

Virtual Network Operator）が提供するサービスの普及などにより、廉価な無

線インフラを活用した IoT（Internet of Things）によるデータ利活用の機運は

高まっている。さらに、今後は、ビッグデータの利活用、分析への AI（Artificial 

Intelligence：人工知能）活用、認証や価値移転の実現手段としてのブロック

チェーンの普及等が見込まれる。 

 

データ利活用型のスマートシティは、従来のハード中心の街づくりとは異な

り、短いサイクルでバージョンアップを行うことが可能であり、PDCA（Plan Do 

Check Action）を回すことや技術革新の成果を導入することにより高い発展性

を期待できるものでなければならない。こうした状況を踏まえ、ICT 街づくりの

成功例の横展開の取組に加え、データ利活用型のスマートシティの取組を同時

並行で推進するための課題や対応の方向性を総合的に整理することが必要であ

る。 

 

 

図１ データ利活用型スマートシティのイメージ 

                                                  
4 スマートシティにおける活用が期待される無線技術。SIGFOX、Lora など複数の規格が

存在し、免許の要不要・通信速度・消費電力・コスト等も様々。ユースケースに応じて使

い分けることが想定されている。 
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２ データ利活用型スマートシティの基本構想 

 

 データ利活用型スマートシティの基本構想については、「構築・運用面」と「技

術面」に分けて整理を行う。 

 

２－１ データ利活用型スマートシティの構築・運用 

 

（１）計画段階 

 

計画段階における従来の手法の課題は、ハードが固まってからソフトの議論

を行ってきた点にある。街がある程度できあがってから ICT 関連のサービスや

技術を導入することとなるため、発展性に欠け、また、想定を超えるコスト増

につながりやすい。 

 

ICT の技術革新のペースを考慮すれば高い発展性が必要であり、PPP(Public 

Private Partnership)の考え方を取り入れつつ、ベンチャー企業を含む ICT 関

連事業者が街づくりの計画の初期段階から参画し、ICT 基盤の設計思想やサービ

ス創出の仕掛けを計画に反映することが必要である。また、取組の持続性を確

保するためには、計画段階において、住民を含め関与するステークホルダーと

の合意形成を図りながら街づくりを推進することが必要である。 

 

プロジェクトに推進力を得るためには、自治体の首長による強いコミットメ

ントが得られることが極めて重要である。このようなコミットメントが存在し

た場合に、プロジェクトの推進力が強化され、横断的なデータ利活用を実現し

つつ適切なプライオリティ付けを行うことが可能となる。そのための具体的な

仕掛けとしては、全体を総括して横串を通す自治体内の組織の設置が有効であ

り、必要に応じて ICT の専門家を外部から登用することも考えていくべきであ

る。 

 

（２）対象 

 

 目的、運営主体、取組の難易度等はスケールの大小で異なるため、スケール

別の区分が有効である。高い都市機能を実現するためには一定以上の規模が必

要だが、スケールが大きいスマートシティは取組の難易度が高い。本報告書で

は、小規模の取組から段階的に規模を拡大する拡張可能性（スケーラビリティ）、

取組を維持していくための持続可能性（サスティナビリティ）を確保する観点
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から、対象となるスマートシティを次のとおり類型化した。 

 

A) 複数都市 

公共（公益事業者）が主体。複数都市全体の需給管理や最適化、リスク管理

等が目的。 

B) 都市全体 

公共（基礎自治体）が主体。QoL の向上、都市経営等が目的。 

C) 鉄道沿線 

公共（鉄道事業者を中心に沿線自治体が連携）が主体。沿線地域の経営、定

住者の増加などが目的。 

D) 街区 

官民が主体。街区経営、来訪者増、インバウンド対応、防災（事業継続性確

保）等が目的。 

E) 個別の建物・地下街 

民が主体。不動産価値向上、管理コスト低下が目的。 

 

構想の実施に向けては上記 B～D の類型から具体化を図ることが適当である。

なお、ICT 街づくりには、スクラッチからの開発への ICT の導入と既存の街の再

開発への ICT の導入の２種類があり、両者は、規制、関係するステークホルダ

ーや街づくりを推進する手法が異なることに留意する必要がある。 

 

既存の街の再開発においては、中心的な交通結節点であり、エリアマネジメ

ント組織5が存在する地域において、相対的な条件が優れている。この場合、エ

リアマネジメント組織に計画段階からの参加を求めるべきである。 

 

（３）構築段階 

 

総務省調査によれば、自治体における ICT 利活用において予算制約が最大の

課題である6。データ利活用型スマートシティの推進にあたってもこの点は大き

な課題となる。 

 

イニシャルコストについては、政府からの補助金等による財政支援のみなら

                                                  
5 特定のエリアを単位に、民間が主体となって街づくりや地域経営（マネジメント）を積極

的に行う組織。 
6 総務省「地域における ICT 利活用の現状に関する調査研究」（平成 26 年）によれば、主

たる課題は予算制約 68.9%、利用イメージ等が不明確 57.1%、効果等が不明確 55.4%、人

材不足 45.9%等。 
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ず、PPP(Public Private Partnership)／PFI（Public Finance Initiative）7な

ど民間と連携したファイナンス手段を活用することも有効である。民間の構築

したプラットフォームをリースする選択肢も考えられる。 

 

また、将来の街づくりのビジョンに賛同する地元の有志企業からのエリアマ

ネジメント組織への出資を募ることや、2015 年からパイロット事業として始ま

っているソーシャル・インパクト・ボンド（社会的費用の軽減分を償還費用に

充てる債券）の活用等、多様な方策を考慮に入れ最適な選択を行うべきである。 

 

（４）運用段階 

 

自治体が実施主体となる様々な補助事業、実証事業等の多くは、厳しい財政

状況から事業終了後の運用費が捻出できない等の理由で、事業の継続運営に課

題を抱えている場合が数多く見受けられる。 

 

官民連携によるデータ利活用型スマートシティの持続性の確保に関しては、

横断的なマネジメントを行う組織の存在が鍵となる。英米を始めとする諸外国

においては、特定のエリアにおいて、徴収される負担金を基盤として、維持管

理・開発・プロモーション等を行う BID（Business Improvement District）が

制度化され、当該エリアにおいてエリアマネジメント組織が行う活動に活用さ

れているケースがある。 

 

我が国においても、質の高い公共空間の創出・維持発展を図るため、エリア

マネジメント組織の役割が拡大することが見込まれる。民間が主体となり、特

定エリアのまちづくりや地域経営を行うエリアマネジメント組織に加え、特定

エリアに留まらない横断的なマネジメントを行う組織の活躍が期待される。 

 

エリアマネジメント組織については、条例で基本的な方向性を規定し、事業

継続性の確保を図ることも有効であると考えられる。例えば、大阪市エリアマ

ネジメント活動促進条例においては、①質の高い公共空間の創出・維持発展を

図るため、エリアマネジメントに民間が参画すること、②公共施設の一体的整

備・管理財源確保等を図るため、地方自治法に基づく分担金を徴収し、エリア

                                                  
7 PPP：公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民

間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの。 
 PFI：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用しておこなう手法。 
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マネジメント組織に補助金として交付すること、などを条例で規定し、エリア

マネジメント組織の事業継続性を確保することとしている。 

 

データ活用型スマートシティにおいては、ICT 関連事業者がエリアマネジメン

ト組織に参画・協力し、自らデータを利活用して新たなサービス提供を実施す

ることへの期待がある。また、エリアマネジメント組織が主体となって ICT 活

用街区を運営し、自らサービス提供を行うことも選択肢となる。関係者のコン

センサスを得つつ、ICT 関連事業者やエリアマネジメント組織がデータ販売の主

体となることも考えられる。 

 

さらに、事業の発展性を確保するため、エリアマネジメント組織が PDCA を回

すことも有効な取組である。例えば、個人情報保護に配慮しつつ、民間のポイ

ント利用データ等を活用すれば、街区への来訪者数やその消費動向などについ

て、データ利活用の効果を測定することが可能である。このような取組を通じ

て、絶えずスマートシティのバージョンアップを図っていくことが期待される。 

 

２－２ データ利活用型スマートシティを構成する技術 

 

データ利活用型スマートシティは、一定の空間における課題解決に着目した

レイヤー8縦断的な仕組みであるが、サイロ的なシステムが個別に構築された場

合、データやアプリケーションの互換性確保等に支障が生じ、ロックインが発

生する懸念があり、レイヤー横断的な視点に留意する必要がある。 

 

具体的には、共通の基盤となるクラウドプラットフォーム上でモジュール化

されたアプリケーションが動くというシステムが望ましい。なお、アプリケー

ションを作動させるためのミドルウェアとしては、日・欧による連携プロジェ

クトが進められている。各レイヤーにおける留意事項は次のとおりである。 

 

A) ネットワーク層 

既存インフラ（Wi-Fi、センサー）に加え LPWA、MVNO が提供するサービスな

どを目的に合わせ効率よく組み合わせて利用すべきである。さらに、SDN

（Software Defined Network）や 2020 年に商用化が予定されている 5G など

の活用も視野に入れる必要がある。 

B) プラットフォーム層 

日本の強みを活かしたスマートシティ向けIoTプラットフォームの形成を目

                                                  
8 端末、ネットワーク、プラットフォーム、サービス（データ流通）の４区分を前提とする。 
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指すべきである。ミドルウェアについては、ゼロから構築するのではなく、

FIWARE9、ClouT プロジェクト10等で構築された OSS（Open Source Software ）
11の活用も有効である。その際、これまでの ICT 街づくり関連事業で構築さ

れたプラットフォームを始め、他のプラットフォームとの互換性が確保され

たオープンなものとすべきである。同時に、複数の OSS 間の相互接続性につ

いて技術的検証を行うことも求められる。 

 また、クラウドを活用して希望する自治体が容易に活用する環境を整え、

共通費用を分担することによって運用・管理・維持コストを抑制することを

目指すことが求められる。 

C) サービス（データ流通）層 

マーケッタブルなデータ流通の仕組み（例えば、エリアマネジメント組織に

データ使用権を与え、利潤がでた場合に課金するレベニューシェアモデル等）

の構築、クロスドメインを前提としたデータの標準化、アプリケーションの

相互運用性確保、ベンチャー活用などがサービスの多様化のために必要とな

る。将来的には AI を活用した都市機能のマネジメント等を視野に入れる必

要がある。 

 

 

図２ IoT システムのレイヤー構造  

                                                  
9 欧州委員会の第７次研究枠組み計画（FP7）における ICT 研究開発プログラムとして、

開発された基盤ソフトウェア。 
10 欧州委員会による FP7 と情報通信研究機構（NICT）による研究費支援を受けたプロジ

ェクト。日欧の企業、大学、研究所によりコンソーシアムを形成。 
11 コンピュータ言語で書かれたソースコードを広く一般に公開し、誰でも使用してもでき

るという考え方。 
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３．データ利活用型スマートシティにおいて期待される産学官の取組 

 

 データ利活用型スマートシティを推進していくためには、産学官が一体とな

って推進していくことが重要である。それぞれ期待される主な役割については

以下のとおりである。 

 

（１）産業界における取組 

 

街づくりの計画策定への寄与及び実施におけるPPP／PFI的な手法の活用など、

データ利活用型スマートシティの構築において産業界に期待される役割は大き

い。ICT 関連事業者、都市開発関連事業者等が連携し、日本独自の強みを埋め込

んだモデルを構築し、国内のみならず国際展開につなげるなど、積極的な取組

が求められる。 

（期待される役割） 

 ICT 関連事業者による街づくり計画の上流工程からの参画。 

 クロスドメインのデータ流通に適したアーキテクチャの採用など互換性が

高いプラットフォームの構築及び運用。 

 日本独自の強みの埋め込み（AI、エッジコンピューティング、セキュリティ

等）。 

 IoT に関するビジネス活性化及び積極的な先行投資。 

 多様な地元企業によるエリアマネジメント組織への参画やデータ提供。 

 

（２）大学等における取組 

 

 ICT 分野はイノベーションのペースが速く、計画策定、新技術の導入、PDCA

（実証）などについて、先進的な取組を行う大学と民間・自治体等が連携して

環境整備に取り組むことも有効であると考えられる。また、ICT 街づくりに資す

る人材育成の面でも適切な連携が図られることが期待される。 

（期待される役割） 

 自治体、企業と連携したデータの新たな利活用方策の実証。 

 先進的なプラットフォームの研究及び実装。 

 高度な ICT 人材の育成による地元企業・自治体への貢献。 

 

（３）地方自治体における取組 

 

 データ利活用型スマートシティの取組を推進するにあたり、ルール整備、組
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織の立ち上げ、ファイナンスなどの面で自治体は中心的な役割を果たすことが

期待される。トップのリーダーシップの下、あらゆる政策手段を活用して生産

性と QoL の向上に向けたデータ利活用の取組を推進すべきである。 

（期待される取組） 

 データ利活用を前提とした街づくりの方針、総合的な計画策定。 

 データ利活用型スマートシティ整備を推進する横断的な組織の立ち上げ。 

 庁内の基本計画・ルール策定。 

 データ利活用型のエリアマネジメント組織の活用方針の明示（民間の予見性

を高める観点）。 

 エリアマネジメント条例の制定（データ利活用の位置づけ、価値向上に貢献

する企業に対する特例等）。 

 地元に貢献する ICT 人材の育成、企業等への還元。外部人材の積極的な登用、

エリアマネジメント組織の立ち上げ。 

 ファイナンス面での工夫（ソーシャル・インパクト・ボンドの活用等）。 

 特区制度などの活用を通じたデータの目的外使用、公的施設の柔軟な利用に

よるスマートシティの実現。 

 業務への横断的なデータ利活用による効率化（戦略分野への投資）。 

 コミュニティーとの連携など住民参画型の街づくりの推進。 

 

（４）政府における取組 

 

 情報通信政策、地方創生など関連する政策との整合性を取りつつ、ガイドラ

イン整備、標準化・ルール整備、先導的なモデルへの支援等を推進すべきであ

る。 

（期待される取組） 

 競争的なプロセスを経た支援。 

 ルール整備（特区制度の拡充、ICT 利活用に関する公共施設の利用目的の制

限の緩和、データ利活用推進のためのガイドライン（行政向け、エリアマネ

ジメント組織向け））を含むデータ利活用型スマートシティ推進に向けた環

境整備。 

 ネットワーク、プラットフォーム、端末等のレイヤー別に形成される政策と

の連携・調整。 

 標準化の推進（技術やデータ様式等の標準化及びこれを推進するための産学

官連携組織の設立等）。 

 ベンチャーの参画を促すための環境整備、アドバイザーの利活用。 
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４．データ利活用型スマートシティのアクションプラン 

 

官民でビジョンを共有してデータ利活用型スマートシティの普及拡大を図る。

具体的なステップとして、短期（２年）、中期（３～５年）、長期（６年以上）

の３つの時期に分けて、それぞれの期間におけるアクションを整理し、実行す

る。 

 

 短期（２年）：集中的・先導的な取組 

自治体が主導する先導的なデータ利活用型スマートシティを全国数カ所で

構築し、成果を検証する。エリアマネジメント、持続可能性の確保、共通的

なプラットフォームの形成、ガイドラインやルール整備等の重要な課題につ

いて、隘路を解消するための集中的な取組に着手し、取組の成果を検証する。 

 

 中期的（３～５年）：完成度の向上・面的拡大 

先導的なデータ利活用型スマートシティから得られたノウハウや成果の検

証結果等を活かして、共通的なプラットフォームの完成度を高め、それを利

用するデータ利活用型スマートシティを面的に拡大する（全国 10 箇所程度）。

成功した質の高いモデルについては国際展開を図る。先導的な事業の成果に

ついては引き続きモニターし、関係各主体において、改善のための必要なア

クションを実施する。 

 

 長期的（６年以上）：様々な規模への普及拡大 

共通的なプラットフォーム上でデータやアプリケーションを相互に利用可

能な状況を実現することで、多様な主体が活動するデータ利活用型スマート

シティが様々な規模で普及拡大する。官民の多様なシステムの連携、複数都

市の連携などへ発展させるためのさらなる環境整備に努める。 
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おわりに 

 

ICT 街づくり推進会議スマートシティ検討 WG においては、本取りまとめにお

いて整理した検討項目について、引き続き具体的な検討を進める。また、総務

省が平成 29 年度から実施予定の「ICT スマートシティ整備推進事業」の実施計

画に反映させ、事業の円滑な推進を図ることとする。 

 

その際、内閣府地方創生推進事務局による地方創生関連交付金による自治体

の先導的な取組への支援や、総務省による「ローカル 10,000 プロジェクト」を

通じた地域密着型企業の立ち上げへの支援など、関係する他の施策との連携に

努めることとし、引き続き検討を進めることが望ましい。 

 


