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令和元年度「内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業」

新興国におけるスマートシティ開発のニーズ及び
日本の自治体・企業の参画可能性に係る調査研究
報告書
2019年10月31日

株式会社野村総合研究所

（１）日本企業にとって有望な新興国のスマートシティプロジェクトリスト
（２）日本国内のスマートシティ調査
（３）スマートシティの展開促進に向けた課題
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日本企業にとって有望な新興国のスマートシティプロジェクトリスト サマリー

参入可否や開発主体の明確さから有望都市候補を選定し、すでに具体化されていて民間
企業が関与しているものを有望都市として定義した
評価項目設定の背景・考え方
• 法的に参入が可能であること、上位計画における位置づけや開発主体の不在など明確かつ大きいリスクが存在しないことの観点から必要条件を設定する必要がある。
• また、参入後の実現可能性・実効性について、都市としての成長可能性や案件のステータス、日系企業の参入可能性などの観点から十分条件を設定する必要がある

評価項目
【必要条件】
① FDI規制上、日本企業の参入が認められているか
② 国などの上位計画や自治体の行政計画などのマスタープランに位置づいているか
③ 現地の開発主体は明確か

【十分条件】
④ 都市の発展可能性は大きいか
⑤ 抱える都市課題は多岐に渡っているか
⑥ 日系企業はどの程度関与しているか

必要条件にて評価を実施

評価対象

十分条件にて評価を実施

有望都市候補
30プロジェクトを抽出
（p.5～7参照）

新興国主要スマートシティ・プロジェクト（約350
プロジェクト／約40都市）を評価対象として設定

※新興国主要スマートシティ・プロジェクトは
以下の条件を満たしている
 対象スマートシティが対象国の主要都市内
に存在しているか

有望都市
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

マレーシア：Iskandar（三井物産）
マレーシア：Kuala lumpur（日立製作所 City）
タイ：バンコク Bang Sue（JICA)
タイ：チョンブリAMATACity（横浜市、UR）
タイ：One Bangkok(某日系企業）
インドネシア：BSD（三菱商事、イオン他）
インドネシア：Meikarta （三菱商事、豊田通商）
インドネシア：デルタマス（双日、パナホーム）
ベトナム：ビンズン（東急電鉄、三菱地所）
ベトナム：北ハノイ（住友商事）
フィリピン：ニュークラーク（JETRO、ほか）
ミャンマー：Yangon（三菱地所、三菱商事)
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評価項目設定の背景・考え方

参入が可能であること、明確なリスクが存在しないことから必要条件を設定する必要がある。
また、実効性や日系企業の参入しやすさなどの観点から十分条件を設定する必要がある
有望スマートシティ評価方法
考え方

参入が可能であること

外資規制等でそもそも日系企業が参入できないプロジェクトに
ついては検討対象とならない

① FDI規制上、日本企業の参入
が認められているか

明確なリスクが
存在しないこと

上位計画での位置づけが不明確であったり、現地の開発主
体が不在であるなど、明確なリスクが存在するプロジェクトは対
象とすべきでない

② 国などの上位計画や自治体の
行政計画などのマスタープラン
に位置づいているか
③ 現地の開発主体は明確か

成長性・実現可能性が
大きいこと

将来的にも都市が成長し、安定した需要が見込める都市で
あることが望ましい。

④ 都市の発展可能性は大きいか

解決すべき都市課題が
設定されていること

参入後の事業機会の多寡を考慮した場合、解決すべき都市
課題が明確且つ可能であれば複数存在することが望ましい

⑤ 抱える都市課題は多岐に渡っ
ているか

日系企業との
マッチング率が
高いこと

日系企業のスマートインフラを輸出することを考慮すると、すで
に日系企業の関与がある方が導入しやすいと考えられる。
また、都市課題が日系企業が得意とするソリューションと合致
していることが望ましい

⑥ 日系企業はどの程度関与して
いるか

必要
条件

十分
条件

評価項目
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有望スマートシティの選定方法

前項の考え方よりFDIの可否、マスタープランにおける位置づけ、開発主体の明確さを
必要条件として設定。PoCの観点から重要と考えられる項目を有望案件の十分条件とした
必要条件

十分条件

対象国※1の主要都市に存在する
スマートシティ（約350プロジェクト）

No

①FDI規制上、日本企業の
参入が認められているか

2015-2035年の人口増加の
CAGRが1%未満

④都市の発展可能性は大きいか
2015-2035年の人口増加の
CAGRが1%以上

Yes

No

②国などの上位計画や自治体の行政計画などの
マスタープランに位置づいているか

都市として解決すべき
課題が1つ以下

⑤抱える都市課題※2は多岐に渡っているか
都市として解決すべき
課題が2つ以上

Yes

No

③現地の開発主体は明確か

政府主導、または
日本未関与

日本/現地注力且つ主要民間関与、
または 主要民間主導

Yes

非・有望スマートシティ
（約320プロジェクト）

有望スマートシティ候補
（30プロジェクト）

⑥日系企業はどの程度関与しているか

有望スマートシティ候補
（18プロジェクト）

有望スマートシティ
（12プロジェクト）

※1：マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、インド、スリランカ
※2：Mobility, Living, Economy, Energy(Environment),ICT, Real Estate, People, Others
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①FDI

④発展可能性

②上位計画

⑤都市課題

③開発主体

⑥日系関与

有望スマートシティ・プロジェクト候補（30プロジェクト） （1/3）
No 国名

マスタープラン
の有無

都市名

プロジェクト名

開発タイプ

開発規模

開発時期

開発主体者

1 マレーシア

Iskandar

Medini Smart City, Iskandar

グリーン

2,200 Acres

2007-25年

Iskandar Regional Development Johor Bahru Smart
継続拡張中
Authority (IRDA)
City Plan

2 マレーシア

Iskandar

Johor Bahru

グリーン

USD 0.6 Bn

2024
Iskandar Regional Development Johor Bahru Smart
着工開発段階
(expected) Authority (IRDA)
City Plan

3 マレーシア

kuala lumpur

Sunway City

グリーン

4 タイ

Bangkok
（Bangsue ）

Phaholyothin Transportation
Center project

グリーン

3,720,000㎡

5 タイ

Chonburi

AMATA city

グリーン

27,031,700 sq. m
2017-2021 -Amata Corporation PCL
9,760,000 sq. m.

6 タイ

Chonburi

Chonburi/Digital Park Thailand
グリーン
Project: EECd

1,328,240㎡

'-Eastern Water Resources
12th national
2017-2022 Development and Management economic and
計画・構想段階
PCL
development plan

7 タイ

Rayong

Rayong/Eastern Economic
グリーン
Corridor of Innovation (EECi)

3,500 Rais

2016-2037

One bangkok

グリーン

166,400 sq. m.

グリーン

701,600 sq. m.*

2016-2022 NA

グリーン

10,885,990,000
sq. m.*

12th national
2018-2029 '-Khon Kaen City Development
economic and
計画・構想段階
Co., Ltd. (KKCD)
development plan

8 タイ

9 タイ

10 タイ

Bangkok

Chiang Mai/Smart
Nimman

Chiang Mai/Smart Nimman

Khon Kaen/Khon
Kaen smart city

Khon Kaen/Khon Kaen smart
city

800 acres

2022

Sunway Sdn Bhd

ー

開発のステータス

継続拡張中

-Ministry of digital economy and 12th national
2017-2032 society
economic and
着工開発段階
'-PTT PCL
development plan

2018-2026

The Siam Cement PCL
-PTT Global Chemical PCL
-Charoen Pokphan Foods PCL

TCC Group

12th national
economic and
着工開発段階
development plan

想定社会
課題

日本企業の
参入意向

人口（千人）
（2015年）

人口成長性（CAGR：
2015→2035）

Mobility, Energy(Env), Living,
People, Economy, Governance

三井物産

913

1.81%

Mobility

外資も参画は可能と想定
（日系企業は未参画）

913

1.81%

日立製作所

6,851

2.14%

9,403

1.51%

Economy, Mobility, Energy,
Environment, Living, People

Yokohama City, UR etc 1,280

1.30%

Economy, Living , People

外資も参画は可能と想定
（日系企業は未参画）

1,280

1.30%

492

1.30%

Mobility, Energy(Env), Living,
People, Economy

Mobility, Energy(Environment),
Living, People, Economy
JICA,

12th national
計画・構想段階
economic and
（一部開発）
development plan

Economy, People, Living

ー

Economy, Energy, Living,
Environment, Mobility

日本企業の
参入意向あり

9,403

1.51%

Economy, ICT, mobility,
security and social welfare

外資も参画は可能と想定
（日系企業は未参画）

1,068

1.30%

460

1.30%

計画・構想段階

12th national
economic and
計画・構想段階
development plan

-Tokyo University
-Tokyo Institute of
Technology

Connectivity, economy, energy,
health care, ICT, life services,
外資も参画は可能と想定
mobility, public administration,
（日系企業は未参画）
real estate, security, social
welfare and waste management
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①FDI

④発展可能性

②上位計画

⑤都市課題

③開発主体

⑥日系関与

有望スマートシティ・プロジェクト候補（30プロジェクト） （2/3）
プロジェクト名

開発タイプ 開発規模

開発時期

開発主体者

マスタープラン
の有無

開発のステー 想定社会
タス
課題

11 インドネシア Serpong

Bumi Serpong Damai
(BSD) City

グリーン

6,000 ha

2035

Sinar Mas Group：PT BUMI
SERPONG DAMAI TBK

-

継続拡張中

12 インドネシア Chikaran

Meikarta (Lippo Group)

グリーン

2,200 ha

2025

PT LIPPO KARAWACI TBK・
Lippo Cikaran

-

一部着工段 Real estate (Land & bldg)
階
Economy

13 インドネシア Bekasi

Kota Deltamas

グリーン

7,413 Acres

2020

Sinar Mas Group：PT BUMI
SERPONG DAMAI TBK

14 ベトナム

Hanoi

Nhat Tan-Noi Bai

グリーン

272 ha

2030

BRG - Sumitomo joint
venture

15 ベトナム

Ho chi Min

Thu Thiem Eco-Smart City
グリーン
(HCMC)

16.71 ha

16 ベトナム

Binh Duong

Tokyu Binh Duong Garden
グリーン
City

110 Ha

No 国名

都市名

継続開発中

Mobility, Energy/Environment,
Living, Economy

Energy
Real estate (Land & bldg)
Education
Life services

Hanoi Smart City
Action Plan
Mobility, Living,
計画・構想段階
2018-25 and
Energy/Environment
Master Plan 2032

Pvt. (Lotte + 3 Japanese
companies, Mitsubishi
HCMC Smart City
計画・構想段階 ICT, Life services, Real Estate
2019 Corporation, Mitsubishi
Action Plan
Estate Co., Ltd and Toshiba
Corporation)
2012 onwards

Becamex Tokyu

第1期
2016Filinvest, China Gezhouba
2022年
Group, China Gezhouba
(全て完成 Group etc. (there will be
するには少な more than 10 investers,
くとも30年必 according to BCDA)
要)
2014(Residenc
e will
Ayala Land, Inc
open in
2019)

17 フィリピン

ターラック、ルソン

ニュークラークシティー

グリーン

9450 ヘクタール

18 フィリピン

Arca South

Arca South PJ

グリーン

74-hectare

19 フィリピン

-

Evo City

グリーン

236-hectare

2017(Residenti
al area
Ayala Land, Inc
will open
in 2020)

20 ミャンマー

Yangon

Thilawa Garden City

グリーン

NA

NA

Myanmar Thilawa SEZ
Holdings Public Limited

ー

継続開発中 Mobility, Living

NA

着工開発段階

Arca South

着工開発段階 Energy, Mobility, Security

Arca South

着工開発段階

NA

着工開発段階

Mobility, Energy, Living,
Environment etc

日本企業の
参入意向

人口（千人） 人口成長性（CAGR：
（2015年） 2015→2035）

三菱商事、東急建設

2,056

2.09%

三菱商事、豊田通商

2,827

2.55%

双日、パナホーム

2,827

2.55%

住友商事、三菱重工他 3,657

3.33%

-

7,348

2.58%

東急電鉄

294

4.14%

JETRO etc

342

1.80%

外資も参画は可能と想定
12,860
（日系企業は未参画）

1.88%

Energy, Mobility, Water,
Security

外資も参画は可能と想定
ー
（日系企業は未参画）

ー

Real estate (Land & bldg)
Living

外資も参画は可能と想定
4,851
（日系企業は未参画）

1.88%
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①FDI

④発展可能性

②上位計画

⑤都市課題

③開発主体

⑥日系関与

有望スマートシティ・プロジェクト候補（30プロジェクト） （3/3）

都市名

プロジェクト名

開発タイプ 開発規模

開発時期

開発主体者

マスタープラン
の有無

開発のステータス

想定社会
課題

日本企業の
参入意向

21 ミャンマー

Yangon

Yoma Central

グリーン

NA

NA

Yoma Strategic Holdings
Ltd. and First Myanmar
Investment Co., Ltd.

NA

計画・構想段階

Real estate (Land & bldg) ,
Living

三菱地所、三菱商事他 4,851

1.88%

22 インド

Agra

Agra Smart City Mission

グリーン

87,000,000 sq.m

-2021 Agra Smart City Ltd

Smart City
Mission/Agra
Smart City Plan

継続開発中

Economy, Living, Mobility

外資も参画は可能と想定
1,960
（日系企業は未参画）

2.30%

23 インド

Ahemdabad

Ahemdabad Smart City
Mission

グリーン

464,000,000
sq.m

-2021 Ahmedabad Smart City

Ahmedabad
Smart City Plan

継続開発中

Mobility, ICT, energy

JICA他

7,109

2.34%

24 インド

Indore

Indore Smart City Mission

グリーン

276,000,000
sq.m

-2021

Smart city Indore 継続開発中

Mobility, ICT, Living

JBIC他

2,535

2.75%

25 インド

Bhopal

Bhopal Smart City Mission グリーン

285,900,000
sq.m

Bhopal Smart City
-2020 Development Corporation
Limited

Smart City
Bhopal

Mobility, ICT, Living

JBIC他

2,108

2.34%

26 インド

Pune

Pune Smart City

グリーン

331,300,000
sqs.m

Pune Smart City
-2020 Development Corporation
Limited,

Pune Smart City 着工開発段階

Mobility, economy, ICT,
living

外資も参画は可能と想定
5,746
（日系企業は未参画）

2.49%

27 インド

Surat

Surat Smart City Mission

グリーン

327,000,000
sq.m (PAN City)

Surat Smart City
-2020 Development Limited
(SSCDL), IBM他

Surat Smart City
着工開発中
plan

Mobility, economy, ICT,
living

NEC他

5,671

3.28%

28 インド

Thane

Thane Smart City

グリーン

128,230,000
sq.m

-2020 Thane Smart City Limited

Thane Smart City
継続拡張中
Plan

Mobility, ICT, living

JICA他

19,316

1.75%

29 インド

Vadodara

Vadodara Smart City
Mission

グリーン

160,000,000
sq.m

-2020

Vadodara Smart City
Development Limited

Vadodara Smart
着工開発段階
City Plan

Mobility, economy, ICT,
living

外資も参画は可能と想定
1,987
（日系企業は未参画）

2.11%

30 スリランカ

Colombo

Colombo Port
City/Megapolis Project

グリーン

Pan City

The Ministry of Megapolis
and Western
Development,Siemens ,
Seoyoung Engineering

-

Real estate (Land & bldg),
Mobility

外資も参画は可能と想定
ー
（日系企業は未参画）

ー

No 国名

20162030

Indore Smart Ciy
Development Ltd. (ISCDL)

着工開発段階

着工開発段階

人口（千人） 人口成長性（CAGR：
（2015年） 2015→2035）
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有望スマートシティの選定基準 - 都市の成長性の評価

いずれのプロジェクトにおいても都市の成長性は大きく、有望と考えられる

①FDI

④発展可能性

②上位計画

⑤都市課題

③開発主体

⑥日系関与

各プロジェクトの所在する都市の人口および人口成長性

人口CAGR（2015ー2035年）

3%～

• Tokyu Binh Duong
Garden City

•ー

•ー

• Nhat Tan-Noi Bai

•ー

• Meikarta (Lippo
Group)
• Kota Deltamas
• Indore Smart City
Mission
• Bhopal Smart City
Mission
•ー
• Bumi Serpong Damai
(BSD) City
• Vadodara Smart City
Mission
• Agra Smart City
Mission

• Surat Smart City
Mission

•ー

• Thu Thiem EcoSmart City (HCMC)
• Ahemdabad Smart
City Mission
• Sunway City
• Pune Smart City

•ー

2%～

•ー

1%～

• Medini Smart City,
Iskandar
• AMATA city
• Johor Bahru
• Chonburi/Digital Park
• Rayong/Eastern
Thailand Project:
Economic Corridor of
•ー
EECd
Innovation (EECi)
• Chiang Mai/Smart
• Khon Kaen/Khon
Nimman
Kaen smart city
• ニュークラークシティー

• Thilawa Garden City
• Yoma Central

• Phaholyothin
Transportation
Center project
• One bangkok

• Thane Smart City
• Arca South PJ

0%～

•ー

•ー

•ー

•ー

•ー

•ー

～0%

ー

ー

• ［札幌］
• ［静岡・浜松］
• ［広島］

ー

• ［名古屋・中京］
• ［福岡・北九州］

• ［東京］
• ［大阪・関西］

～100万人

100万人～

150万人～

300万人～

500万人～

1,000万人～

人口（2015年）
出所）United Nation「World Urbanization Prospects: The 2018 Revision」よりNRI作成
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有望スマートシティの選定基準 - 都市課題の多様さ

①FDI

多くのプロジェクトにおいて複数の都市課題があり、事業機会は豊富に存在する③開発主体
②上位計画

No プロジェクト名
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Medini Smart City, Iskandar
Johor Bahru
Sunway City
Phaholyothin Transportation Center project
AMATA city
Chonburi/Digital Park Thailand Project: EECd
Rayong/Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)
One bangkok
Chiang Mai/Smart Nimman
Khon Kaen/Khon Kaen smart city
Bumi Serpong Damai (BSD) City
Meikarta (Lippo Group)
Kota Deltamas
Nhat Tan-Noi Bai
Thu Thiem Eco-Smart City (HCMC)
Tokyu Binh Duong Garden City
ニュークラークシティー
Arca South PJ
Evo City
Thilawa Garden City
Yoma Central
Agra Smart City Mission
Ahemdabad Smart City Mission
Indore Smart City Mission
Bhopal Smart City Mission
Pune Smart City
Surat Smart City Mission
Thane Smart City
Vadodara Smart City Mission
Colombo Port City/Megapolis Project

Mobility

Living

Economy

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

Energy
(Environment)

ICT

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

⑥日系関与

Others
Governance

✔
✔
✔

✔
✔

Security, Social welfare

✔

Health care, Life services, Waste, and more

✔
✔

Education, Life services

✔

Life services

✔
✔
✔

Security
Water, Security

✔
✔

Waste, Connectivity

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

⑤都市課題

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

People

✔

✔
✔

✔

Real
Esta
te

④発展可能性

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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有望スマートシティの選定基準 – 日系企業の関与度、および開発段階の評価

PoCの観点から、民間関与且つ具体的な議論が可能なステータスの案件が
注力先として望ましいと考えられる
既に第一工期
完了 継続拡張中
スマートシティ開発に 1. マレーシア：Iskandar（三井物産）
日本の関与が有り、
日本政府および現地
政府も関与が大きい

既に第一工期
着工段階

①FDI

④発展可能性

②上位計画

⑤都市課題

③開発主体

⑥日系関与

計画・構想段階

4. タイ：バンコク Bang Sue（JICA)
5.タイ：チョンブリAMATACity（横浜市、UR）
17.フィリピン：ニュークラーク（JETRO、ほか）

スマートシティ開発に
日本の関与有り

3.マレーシア：Kuala lumpur（日立製作所） 12. インドネシア：Meikarta （三菱商事）
8. タイ：One Bangkok(某日系企業）
11.インドネシア：BSD（三菱商事、イオン他） 21.ミャンマー：Yangon（三菱地所、三菱商事) 14. ベトナム：北ハノイ（住友商事）
13.インドネシア：デルタマス（双日、パナホーム）
16.ベトナム：ビンズン（東急電鉄、三菱地所）

個別インフラ輸出、
資金援助等で
日本関与有り

22.
23.
24.
25.
28.

インド：Agra Smart City （JICA他）
インド：Ahemdabad（JICA他）
インド：Bhopal（JBIC他）
インド：Indore（JBIC他）
インド：Thane （JICA他）

日本未関与

20.ミャンマー:Thilawa Garden City (JICA他) 7. タイ：Rayong（東京大学、東京工業大学）
26.インド：Pune（JICA他）
15. ベトナム：ホーチミン（JICA等）
27.インド：Surat（NEC他）
29.インド：Vadodara Smart City (JICA他)
30.スリランカ：Colombo Port City (JICA他)
2. マレーシア：Johor Bahru
18. フィリピン：ARCA SOUTH
19. フィリピン：Evo City

有望案件

継続拡張中：一部区画・インフラ開発完了。継続拡張中
着工段階：インフラ・区画開発中
計画・構想段階：計画段階

6. タイ：チョンブリ EECd
9:タイ：Smart Nimman
10:タイ：Khon Kaen Smart City

※ （）内は2015年～2019年の間にプレスリリース等
で関与が確認された企業・機関
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Malaysia PJ No.1-3
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PJ No.1 メディニスマートシティ、イスカンダル: 概要

メディニスマートシティは政府・民間 双方が関与し既に開発が完了、拡張開発が進む案件
プロジェクトの概要
プロジェクト名

メディニスマートシティ

エリア

ジョホールバル、マレーシア

プロジェクトの
タイムフレーム

2007以降- 2025 年

開発規模/人口

2,200 エーカー

スマートシティ
コンセプト

スマートガバナンス、エコノミー、モビリティ、リビングを持つ
商業ハブ

背景 (課題)

スマートエコノミー、スマートガバナンス、スマートエネル
ギー & エンバイロメント、スマートモビリティ、スマートピー
プル、スマートリビングを含むスマートシティの 6 つの主要
なセクターの開発

目的

統合された接続性と道路網を持つ施設といった、商業
資産やオフィスを含む、商業とビジネス地域の建設

プロジェクトで重視
するエリア/
ソリューション

不動産 (土地および建物)、生活サービス、モビリティ、
行政、エコノミー

マスタープラン (開発エリアマップ)

ZONE A

ZONE C
ZONE B

ZONE D

ZONE E

ZONE F

投資予算

288 億 USD

ステークホルダー
(政府/民間)

官民パートナーシップ

Medini

出所） Medini Website
Link: http://www.medini.com.my/master-plan/ 12

PJ No.1 メディニスマートシティ、イスカンダル: ソリューションの詳細

メディニスマートシティ、イスカンダル: 課題とソリューション
都市の課題

ソリューションのコンセプト

プロジェクトの例

プロジェクトのステータス

• 効率的な交通システム
• 大規模インフラとの統合

• 観光客や訪問者のモビリティのた
めの電気自動車プログラム
• レンタルプログラム

• 電気自動車

• 試行中

• エネルギー効率やクリーン
エネルギーについての
ソリューション

• 太陽光設備を屋上に設置
できる、不動産物件の採用を
伴った、太陽光発電システム
の設置

• ソーラーパネルメディニ 7

• 計画済み

スマートリビング
(生活・安全)

• 気温上昇に伴うカーボンフット
プリントと排出量をコントロール
するソリューション

• 熱を下げると同時に外の空気を
きれいにするグリーンウォール。
カーボンフットプリントを相殺。

• メディニ 6 グリーンウォール

• 計画済み

スマートピープル
(人的資源)

• 若い世代により良く、より
スマートな将来のために、
イニシアチブを取ることを奨励

• 若い世代を励まし、スマート
シティモデルを、将来を視野に
入れたものに刷新するよう
奨励するチャレンジ

• メディニイノベーションセンター

• 計画済み

• 増加するデータ管理サービスに
役立つセンターの設立

• 堅牢な最高水準のインフラ
ストラクチャと信頼できる接続性
を備えた、700 エーカーのデータ
センタースペース

• Sedenak Iskandar Data
Hub

• 建設中

• ガバナンスセンターや公共施設
の認知向上
• 中心となるハブの不在

• 建物管理のための指令
センターの設立。セキュリティと
エネルギーシステムはウェブ
監視により統合された

• メディニコマンドセンター

• 計画済み

スマートモビリティ
(交通・通信)
スマートエネルギー
& エンバイロメント
(エネルギー・環境)

スマートエコノミー
(産業振興)

スマートガバナンス
(行政)

出所） Medini Website, Medini City Brochure
Link: http://www.medini.com.my/master-plan/, http://www.medini.com.my/wp-content/themes/medini/file/Medini-City-Brochure.pdf 13

PJ No.1 メディニスマートシティ、イスカンダル: ステークホルダー

メディニスマートシティ、イスカンダルにおけるプロジェクトのステークホルダーは下記の3社である
プロジェクトのステークホルダー

Medini Iskandar Sdn. Bhd.

United Worlds
Manufacturer(20%)

Mitsui & Co.
Ltd.(20%)

Jasmine Acres Bhd.(60%)
Acquisition, development, and
management of real-estate and
infrastructure assets to stimulate
economic growth, technology transfer,
and foreign direct investment
Khanzah National
Bhd.

Utilizing their global operating
locations, network and information
resources, they are multilaterally
pursuing business that ranges from
product sales, worldwide logistics
and financing,

Iskandar Investment
Bhd.

Strategic investment arm of
the Government of Malaysia
entrusted to hold and
manage the commercial
assets
出所） Medini Website
Link: http://www.medini.com.my/shareholders/ 14

PJ No.2 Johor Bahru（Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit） - プロジェクト概要

Johor Bahruの広域開発および渋滞や環境汚染の緩和を目的とし、
Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit (IMBRT)が導入された
マスタープラン (開発エリアマップ)

プロジェクト概要
Project name

•

Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit (IMBRT)

Area

•

Johor Bahru, Malaysia

PJ Timeframe

•

2022

Development
size /
population

•

51km-long trunk lines

SC Concept
Background
(Issue）

UTM

•

Smart Mobility

•

Traffic congestion and inconvenience moving
around and across Malaysia
Rising combustion emissions in Malaysia

Purpose

•

Beat congestion, pollution and encourage
more people to use public transport

Project focus
area / solution

•

Stakeholder
(Government /
Private）

MALAYSIA
Johor

Taman Tasek

SINGAPORE

Tuas Second Link

Desa Jaya

LARKIN

MALAYSIA

•

Investment
budget

Proposed Stations

Skudai Kanan
Wadi Hassan

Strait of Johor
Causeway

Transportation

SINGAPORE

Medeni

•

RM 2.56 billion

Bukit Chagar

↓ Around 16km to Second link by road
BUSWAY COORRIDOR

•

Government and Private Sector (RM1 billion
from the federal government)

Skudai

Nisajaya

Johor Baru

Tun Abdul Razak

Tebrau

Pantai Lido

出所） FMT News, Straits Times, “Malaysian energy demand and emissions from the transportation sector” by Taylor & Francis
Link: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2019/05/19/johors-rm2-56-bil-bus-rapid-transit-to-take-off-in-2022/ ,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/forget-lrt-johor-wants-to-beat-jams-with-brt ,
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/transport.2010.55
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PJ No.2 Johor Bahru（Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit） - ソリューション概要

IMBRTはBRTシステムを通じたスマートモビリティの増加が狙い。
BRTシステムは165の都市で既に導入され、55の都市に拡大されている
課題とソリューション

スマートモビリティ
(交通・通信)

都市の課題

ソリューションのコンセプト

• Traffic Congestion
• Lack of usage of public
transportation
• Rising combustion
emissions from vehicles

• Improve mobility by
creating a bus rapid
systems

プロジェクトの例
• BRT System

スマートエネル
ギー & エンバイ
ロメント
（環境)

N.A.

スマートリビング
（生活・安全)

N.A.

スマートピープル
(人的資源)

N.A.

スマートエコノミー
(産業振興)

N.A.

スマートガバナン
ス
（行政)

N.A.

プロジェクトのステータス
• Developing

出所） Iskandar Malaysia Bus Rapit Transit (IMBRT) Website
Link: https://imbrt.com.my/brt-around-the-world/16

PJ No.2 Johor Bahru（Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit） - ステークホルダー

IMBRTプロジェクトのステークホルダーは公共事業と民間事業に分けられる
プロジェクトのステークホルダー
Iskandar Malaysia
Bus Rapid Transit
(IMBRT)

Public Sector

Public-Private Partnership

Iskandar Regional Development Authority

出所） Iskandar Malaysia Bus Rapit Transit (IMBRT) Website
Link: https://imbrt.com.my/brt-around-the-world/17

PJ No.3 Sunway City- プロジェクト概要

クアラルンプールのSunway Cityは質の高い施設を通じて住民に新しい体験を提供する
ことを目的としている
開発エリアマップ

プロジェクト概要
Project name

•

Sunway City

Area

•

Kuala Lumpur, Malaysia

PJ Timeframe

•

2022

Development
size /
population

•

800 acres

SC Concept

•

Mobility, Energy(Env), Living, People,
Economy

Background
(Issue）

•

Services are not interconnected

Purpose

•

More connectivity within a city, with better
security and services

Project focus
area / solution

•

Real Estate

Investment
budget

•

NIL

Stakeholder
(Government /
Private）

•

Private (Sunway City)

出所） Sunway Property Website
Link: https://www.sunwayproperty.com/malaysia-properties/malaysia-property-detail/sunway-resort-city/id/190dd4f0-572b-688c-a7be-ff000068ef51/type/1
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PJ No.3 Sunway City- ソリューション概要

統合された低炭素スマートシティーとして、Sunway Cityは住人の生活水準の向上を
目指している
課題とソリューション
都市の課題
•

Lack of connected transportation

ソリューションのコンセプト
•

スマートモビリティ
(交通・通信)

スマートエネルギー
& エンバイロメント
（環境)

スマートリビング
（生活・安全)

スマートピープル
(人的資源)
スマートエコノミー
(産業振興)
スマートガバナンス
（行政)

プロジェクトの例

Inter transportation system for a
fully connected transportation hub

•
•

•

Lack of security around the place

•

Increased offline and online security
systems for the smart city

•
•

•

Lack of educational opportunities
that are in close proximity with
other services

•

Lack of medical services that are
in close proximity with other
services

•

•

プロジェクトのステータス

Inter BRT System for a fully
connected transportation hub
2 Free Shuttle buses to improve
passenger service and
satisfaction

•

Completed

250 Auxiliary Police personnel
patrols Sunway City the clock
State of the art CCTVs are
placed around the city

•

Completed

•
•

Renowned universities
Include a Medical Centre in
proximity

•
•
•
•

Sunway University
Monash University
Sunway International School
Sunway Medical Centre

•

Completed

Lack of leisure activities

•

Include an entertainment activity in
close proximity

•

Sunway Lagoon Multi-Park
Attraction

•

Completed

Lack of connections between
buildings

•

Similar to the Ratchaprasong
Skyline Walk in Bangkok, Sunway
City wanted to provide more
convenience to people’s daily
activities

•

Canopy walk-elevated walkways
connecting Sunway South Quay,
Sunway University, Monash
University Sunway campus and
Sunway Pyramid

•

Completed

N.A

出所） Sunway Property Website
Link: https://www.sunwayproperty.com/malaysia-properties/malaysia-property-detail/sunway-resort-city/id/190dd4f0-572b-688c-a7be-ff000068ef51/type/1
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PJ No.3 Sunway City- ステークホルダー

Sunway CityはSunway Property社がマレーシアに持つ数ある不動産の一つである
Sunway Property Malaysia社の不動産

SUNWAY PROPERTY

Klang Valley

Ipoh

Penang

Johor

1

Sunway Eastwood

1

Lakeside Mansions

1

Sunway Valley City

1

Citrine Lakehomes

2

Sunway Rydgeway

2

Serene Villas

2

Sunway Cassia

2

Grid Office

3

Sunway City

3

Sunway Onsen
Suite

3

Sunway Wellesley

3

Sakura Residence

出所） Sunway Property Website
Link: https://www.sunwayproperty.com/malaysia-properties

20

Thailand PJ No. 4-10
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PJ No4. Bangsue - プロジェクト概要

バンスーは公共トランスポーテーションの主要な接続拠点になっているため、
近隣エリアは都市開発のポテンシャルが大きい
プロジェクトの概要

マスタープラン

名称

•

Phaholyothin Transportation Center project

エリア

•

バンコク、バンスー地区

タイムフレーム

•
•
•

第 1 期: 2017 年 – 2022 年 (ゾーン A、D、E)
第 2 期: 2023 年 – 2027 年 (ゾーン C、F、G)
第 3 期: 2028 年 – 2032 年 (ゾーン B、H、I)

規模

•

3,720,000㎡

コンセプト

•

輸送重視の開発

背景

•

バンスーは、将来のバンコクの交通ハブとして、グランドステーションとな
るよう計画されている。近隣エリアには都市開発の高い可能性がある

ゾーン A1、A2: スカイ
ウォークとリテールエリア

ゾーン E: ビルディングエリア

ゾーン F1: スカイウォーク
下のリテール
A2

F1

SRT
LAND

•
•
•

交通ハブ周辺エリアの地価を高める
公共トランスポーテーションの接続性やアクセスのしやすさを高める
スマートシティモデルを促進し、政府のポリシーを支持する

ゾーン F2: インキュベーショ
ンオフィスエリア

E

F2

B

目標

ゾーン I: 高層分譲マン
ションエリア

H
D

C

I

開発するテーマ • モビリティ、不動産、生活サービス、エコノミー、接続性
予算

•

183 億 3,800 万 USD

担当機関

•
•
•
•
•
•
•
•

デジタル経済社会省
運輸省
エネルギー省
タイ国有鉄道 (SRT)
タイ発電公社
タイ石油公社
タイ通信公社
PTT PCL

KM11
G

ゾーン B: 市民セン
ターエリア

ゾーン H: 国際商業エ
リア

ゾーン D: 観光マーケッ
トエリア

ゾーン G: ガーデンシティエ
リア

ゾーン C: MICE 施設

出所） “Data Collection Survey on Urban Redevelopment in Bang Sue Area in the Kingdom of Thailand”, by JICA
Link: http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12309258_01.pdf
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PJ No4. Bangsue -プロジェクトの課題 ソリューションの詳細

バンスー地域のプロジェクトは 6 つのテーマの課題を解決するために開始。
ほとんどのプロジェクトは都市開発と技術適応関連。多くのPJが計画段階
テーマごとの課題とソリューション
シティの課題

ソリューションのコンセプト

プロジェクトの例

案件ステータス

• 都市開発により投資家や観光客
を魅了する

• 商業エリアやビジネスエリアの都市開発

モビリティ

• 交通渋滞
• 組織化されていない公共交通システ
ム

• インテリジェント交通システムの導
入

•
•
•
•

エネルギー

• エネルギー使用と冷却システムの高い
コスト

• 浪費されるエネルギーの削減と再
利用
• エネルギー管理システムの導入

• 地域冷却システムおよびコジェネレーショ
ン開発
• コミュニケーションインフラストラクチャとス
マートグリッド

• 計画中

エンバイロメン
ト

• 短時間の大雨後の、一時的な道路
の浸水

• 自然災害を防ぐモデルの設計

• 洪水防御

• 計画中

生活

• インターネットアクセスや効率的なイン
ターネットネットワークの不足

• より効率的なインターネットサービス
を開始

• Wi-Fi サービス

• 計画中

人々

• 適切に区分けされた生活空間の不
足

• あらゆる世代の人々のための都市
開発とシティの設計

• 生活エリアの都市開発

• 計画中

エコノミー

• 低いエリアの価値と投資

道路交通情報の供給
公共交通優先システム
信号調整システム
バス位置システム、バス自動運転

• 一部開発進行中

• 一部開発進行中

※注意: テーマは、「Thailand smart city aspect」によって分類。
出所） “Data Collection Survey on Urban Redevelopment in Bang Sue Area in the Kingdom of Thailand”, by JICA
Link: http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12309258_01.pdf
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PJ No4. Bangsue -参画企業 ステークホルダ

政府からプロジェクトの予算を供給されているものの、官民提携により民間セクターからの
投資を受ける計画
情報の流れ

プロジェクトステークホルダー

資金の流れ

民間組織

公的機関

詳細

機能

運営委員会

運輸省、財務省、エネルギー省などの主要な
政府組織により構成

• プロジェクトの遂行全般を監督する
• さまざまな省や機関を包含した調整をする

SRT Asset
Holdings
Company

タイ国有鉄道 (SRT) の土地資産管理のた
めに創設された、SRT の完全子会社

• プロジェクトの遂行を観察し、運営委員会に報告する
• SRT Bang Sue Development Company に出資する

SRT Bang Sue
Development
Company

SRT Asset Holding Company の完全
子会社

• 企画、マーケティング、建設管理、維持管理の活動を主導する。さらに、
民間投資家向けの官民提携の入札や、土地の賃貸借契約の責任を
負う
• SRT Asset Holdings Company に配当を返す

民間投資家

• 政府のプロジェクトを支援する
• SRT Bang Sue Development Company に賃借料を支払う

民間会社

※注意: プロジェクトは、タイ国有鉄道 (SRT) が保有する土地で遂行。
出所） “Data Collection Survey on Urban Redevelopment in Bang Sue Area in the Kingdom of Thailand”, by JICA
Link: http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12309258_01.pdf
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PJ No5. チョンブリ・アマタシティー - 概要

Amata Corporation PCLは工業地の再開発を行いアマタ工業地帯プロジェクト2をス
マートシティープロジェクトとして建設する予定である
プロジェクト概要
Name
Area

マスタープラン

• Amata Smart City
• Chonburi

Timeframe • 2017-2021
Amata industrial estate: 27,031,700 sq. m.
Amata industrial estate project 2: 9,760,000 sq. m.
Development for business sustainability
Concept
Amata industrial estate plans to convey more
convenience and connectivity within the land area
Backgroun
for current and future investors, while support
d
government policy on concerns more on
environment and attract new investors
• Redevelop current facilities, infrastructure, and
increase green area
• Improve industrial estate by integrate technology
and innovation
Objective
• Create Amata industrial estate project 2 to support
smart city projects and government policy on
attract investors in selected industries

Scale

•
•
•
•

Developme • Economy, Mobility, Energy, Environment, Living,
People
nt aspect
• Amata industrial estate: 1,000 million THB
• Amata industrial estate project 2: 39,600 million
Budget
THB

Amata industrial
estate project 2
Amata industrial
estate

Chonburi

Responsibl
• Amata Corporation PCL
e authority
出所） Eastern Economic Corridor website
Link: https://www.eeco.or.th/sites/default/files/related-studies/FS_%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89.pdf
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PJ No5. チョンブリ・アマタシティー - 課題とソリューション

都市開発に関わる各種ソリューションの検討が進められている
課題とソリューション
課題

ソリューションのコンセプト
Prepare land and infrastructure by
expand industrial estate under
name “Amata industrial estate
project 2”
Call out investors for area
development and industries that
are prioritized by government

•
•
•

Smart factory
Amata science city
Chinese smart city zone

Provide traffic situation via
application
Support on manufacture electric
vehicle and charging network

•
•

Smart mobile application
EV manufacturing & charging network

•
•

Develop energy management
Support on using renewable
energy

•
•

PV solar rooftop
Smart grid

•

Cooperate with private
environmental organization to
enhance waste management

• Zero waste to landfill
• Environmental monitoring and control
center

•

Launch more efficient internet
connectivity to support

•

Fiber optic network

Create living area in smart city to
enhance people life quality

•
•
•

Japanese town
2nd Yokohama city in ASEAN
Amata college

•
•

Economy

•

•

Mobility

Energy

Environment
Living

•

Currently operating Amata
industrial estate is crowded
Government has new prioritized
industries

Traffic congestion in industrial
estate and area nearby
High numbers of vehicle that
produce CO2

•

High energy usage

•

Poor industrial waste
management
Pollution from industrial estate
affects nearby community

•
•

Internet network is not efficient to
support applications

•

•
•

Increasing population around
industrial estate with lack of
•
People
proper living and education
facilities
※Note: Aspects are categorized by Thailand smart city aspect.
•

プロジェクトの例

出所） Eastern Economic Corridor website
Link: https://www.eeco.or.th/sites/default/files/related-studies/FS_%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89.pdf
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PJ No5. チョンブリ・アマタシティー - プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

開発委員会が中心に案件を推進しているが、
スマートシティープロジェクトのほとんどは外部パートナーと連携して進めている
プロジェクトのステークホルダー

Information flow

Detail

External

Internal

Board of
Directors

Sustainable
Development
Committee

Consists of top managers including
the vice presidents and president

Comprising the management from the
departmental level and above such as
chief marketing officer, managing
director of subsidiaries

Sustainable
Development
Working
Committee

Consists of representatives from all
departments and subsidiaries forming
into 3 team

Organization

Public and private investors

Function
•

Determine the sustainable development policy, strategy
and framework to cover economic, social and
environmental aspects

•

Regularly review risk factors and assess various activities
which have been carried out according to the established
strategies

•

Committee team: (1) business development, (2)
community and society, (3) environment, occupational
health and safety
Pass on the strategy and development knowledge to all
staff within the company while supporting the operation
Cooperate with external organization partners

•
•

•

Cooperate with working committee as strategic business
partner to establish projects and support Amata’s
sustainable development policy

出所） AMATA PCL website
Link : http://amata.listedcompany.com/misc/sdr/20180322-amata-sdr2017-en-03.pdf 27

PJ No6. チョンブリEECd – プロジェクト概要

EECd は、チョンブリーの ASEAN データハブおよびデジタル技術センターになる想定
マスタープラン

プロジェクトの概要
名前
地区

• タイデジタルパーク （EECd）

•
•
•
タイムフレーム
•
•
•
規模

チョンブリー
第 1 期：2017
第 2 期：2018
第 3 期：2020
第 4 期：2022
1,328,240㎡

年
年から 2019 年
年から 2021 年
年

チョンブリー: EECd 地区

コンセプト

• ASEAN のデータハブになるための、タイのデジタル技術とイノベー
ションの開発、および注目産業の支援

エネルギー省事務所

背景

• 東部経済回廊開発の一環として、デジタル技術と注目産業を支
援

ゾーン 3：生活スペース

目的

•
•
•
•
•

開発するテー
マ
予算
担当当局

デジタル業界の現在の制限を拡大し、注目産業を支援
外国投資を誘致し、投資家が CLMV 市場に参入する架け橋に
デジタル技術の新規企業を支援
デジタルの労働力を生み出し、現在ある人材の能力を高める
基本コミュニケーションとデジタル技術を開発

ゾーン 1：作業と学習ス
ペース

衛星開発エリア

ゾーン 2：デジタルビジネ
ススペース

• Economy, Living , People
• 18億900 万 THB
• デジタル経済社会省
• タイ通信公社
出所） Eastern Economic Corridor website, “Investment Promotion ppt slide” Board of investment Thailand
Link: https://www.eeco.or.th/en/content/eecd-eeci
http://www.boi.go.th/upload/content/ppt24may18_5b04cb6f760d6.pdf
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PJ No6. チョンブリEECd - 課題とソリューション

デジタル技術開発の環境整備を進め有能な人材を生み出すことを目指している
テーマごとの課題とソリューション
シティの課題

ソリューションのコンセプト

プロジェクト
ステータス

プロジェクトの例

• ゾーン 1 の開発：作業と統合され
学習スペース
• ゾーン 2 の開発：デジタルビジネス
スペース
• IoT、オートメーション、分析センター

• 計画中

経済

• デジタル技術とイノベーション
開発の不足
• 注目産業の施設の不足

• 産業とデジタル技術開発に重
点を置いた設備とインフラを創
設
• 外国人投資家を誘致して知
識を共有

生活

• 人口増加への配慮不足
• コミュニティの人々の生活の質
が低い

• 生活区域や施設を建設してコ
ミュニティの生活の質を向上

• ゾーン 3 の開発：ショッピングセン
ター、宿泊施設、スポーツ施設

• 計画中

人々

• デジタル技術開発と注目産業
をサポートする人材の不足

• 開発の支援に必要な分野の
専門家や労働者を育成

• 大学とデジタルアカデミーの設立

• 計画中

※注記：テーマは、「Thailand smart city aspect」によって分類
出所） Eastern Economic Corridor website.
Link: https://www.eeco.or.th/en/content/eecd-eeci
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PJ No6. チョンブリEECd - 主なソリューションプロジェクトの例

デジタルパークは 2022 年までに 3 つのゾーンを建設し、
6 つのデジタル技術開発を進める計画を立てている
期別開発計画
目的

第1期
（2017
年）

第2期
（2018
年から
2019
年）
第3期
（2020
年から
2021
年）
第4期
（2022
年）

注目産業
プロジェクトの例

• 地域の古い建物を改装
• フィージビリティスタディの実施

• 環境の影響評価を管理
• 開発計画と実現可能性を確立

• ゾーン 2 （デジタルビジネス
スペース）の開発
• 注目産業への投資家からの
投資を準備

• ビジネススペースのインフラと施設
を開発
• デジタル共同制作センターと IoT
イノベーションセンターを構築

• ゾーン 1 （作業と統合され
た学習スペース）の開発

• データセンターの立ち上げ
• デジタルイノベーションセンターの
設立

• ゾーン 3 （生活スペース）
の整備

• デパートや宿泊施設の建設
• アニメーション事業ゾーンとデジタ
ルテーマパークを開設

番号 産業

例

1

ハードウェアおよびデジタル部品
メーカー

•
•
•
•

コンピューターとコンポーネント
インテリジェント装置
ロボット工学とメカニカルアーム
データ保存とデータ処理

2

ソフトウェアのメーカー／サービス
プロバイダー

•
•
•
•

クラウドコンピューティング
知的システム
普及しているソフトウェア
IoT プラットフォーム

3

デジタルサービスプロバイダー

•
•
•
•

デジタルマネージドサービス
サイバーフィジカルソリューション
サイバーセキュリティ
長距離モニタリング

4

デジタルコンテンツプロバイダー

•
•
•
•

ストリーミングコンテンツ
コンテンツ配信プラットフォーム
VR 動画および没入型アニメーション
ホログラム

5

通信機器メーカー／サービスプロ • テレコミュニケーション
バイダー
• 放送
• 衛星とコンポーネント
• 高速インターネット

6

デジタル商取引プラットフォームの • ソーシャルコマース
サービスプロバイダー
• モバイルコマース
• メディアコマース

出所） “Digital Park Thailand ppt slides” Digital Park Thailand website
Link: http://digitalparkthailand.org/wpcontent/uploads/2017/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4
%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99-DPT.pdf
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PJ No6. チョンブリEECd – プロジェクトステークホルダー

公共部門は、施設とインフラ開発を担当。
一方、民間部門にはプロジェクトの投資比率が最大70％ある
プロジェクト関係者
投資比率

公的機関

デジタル経済社会
省

プロジェクト

• デジタルパーク内の政府組織管理を担
当
• デジタルおよびイノベーション技術開発の
施設とインフラを提供

• 研究開発機関

• デジタルパーク内のプロジェクトを管理
• 生活区域に施設とインフラを提供

• データセンター
• 潜水艦ステーション
• 衛星と宇宙

• プロジェクトや注目産業に投資する

• 大学とデジタルアカデミー
• IoT、オートメーション、分析センター
• 生活エリア：ショッピングセンター、宿泊
施設、スポーツ施設

30%

タイ通信公社

民間組織

機能

投資家

70%

出所） “Feasibility report of Digital Park Thailand” Digital Park Thailand website
Link: http://digitalparkthailand.org/wpcontent/uploads/2017/05/20170503_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B
8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1.pdf
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PJ No7. ラヨーンEECi - 1. プロジェクト概要

ラヨーンの研究開発センターEECiは、タイのR&D機能を強化し、
国際的な機関との連携を強化する計画を立てている
マスタープラン

プロジェクトの概要
名前
地区

• 東部経済回廊 （EECi）
• ラヨーン

•
•
タイムフレーム
•
•

規模

第
第
第
第

1
2
3
4

期：2018
期：2023
期：2028
期：2033

年から
年から
年から
年から

2022
2027
2032
2037

年
年
年
年

• 6,057,600㎡

コンセプト

• 科学的インフラ、技術、イノベーションを整え、産業の発展を強化
する

背景

• 東部経済回廊開発の一環として、イノベーションと知能技術をサ
ポートするための研究およびイノベーションセンターを開発

目的

開発するテー
マ
予算
担当当局

•
•
•
•

第 1 期地区開発：
研究と知識共有センター
の基本施設

第 1 期地区開発：
研究と知識共有センター
の基本施設

知能技術とイノベーションの研究開発
知能技術とイノベーションのスタートアップ企業を奨励
先進技術のニーズを支える国際的つながりを生み出す
エコシステムの開発で、タイをイノベーションの国に推し進める

• Economy, People, Living
• 45 億 THB（第 1 期）
• デジタル経済社会省
• 科学技術省
• タイ石油公社

ラヨーン：EECi 地区

出所） Eastern Economic Corridor website
Link: https://www.eeco.or.th/en/content/eecd-eeci
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PJ No7. ラヨーンEECi – 課題とソリューション

施設、インフラの開発や教育サポートを通じて、主に研究開発を支援する案件が中心
テーマごとの課題とソリューション
都市の課題

ソリューションのコンセプト

Economy

• Lack of knowledge and
preparation for focused
industries
• Lack of converting R&D results
into commercial success in the
country

Living

• Lack of incentives to attract
skilled workforce and investors
• Increasing population in the
project area due to rising
manpower needs for the
development

People

• Lack of qualified manpower to
support area development and
research activities

プロジェクトの例

• Encourage translational
research to convert R&D work
to industrial and commercial
application
• Construct fundamental
infrastructure and facilities for
research

• Invest on research and development
• Construct proper plants and
appropriate infrastructure
• Encourage international collaboration
and knowledge sharing
• Offer high tax incentives for talents
and investors

• Build community & living area
for the workers and their
families
• Public safety/ security
• Full of intelligent living facilities

• Establish living area
• Establish community area, which
includes community mall,
accommodation, recreational center
• Establish analytic CCTVs for highlevel security
• Separate bike lanes and walk ways

• Provide S&T educational
support for talents
• Knowledgeable and digital
citizen
• Life-long learning environment
• Inclusive society

• Support vocational student learning
via cooperation with industrial sector
• Support university students especially
those on science and technology
majors
• Encourage talent resource mobility
between public and private sectors
• Collaborate with universities overseas
for exchange of knowledge

※Note: Aspects are categorized by Thailand smart city aspect.
出所） “Master plan of Eastern Economic Corridor of Innovation, EECI” National Science and Technology Development Agency
Link:https://www.eeci.or.th/upload_file/f_media/file/FILE_20181121090743.pdf
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PJ No7. ラヨーンEECi – 課題とソリューション

施設、インフラの開発や教育サポートを通じて、主に研究開発を支援する案件が中心
テーマごとの課題とソリューション
都市の課題

ソリューションのコンセプト

プロジェクトの例
Smart parking system
EV shuttle bus with tracking system
Public bike with GPS tracker
Speed limit detector
Smart bus stop

Mobility

• Accessibility, convenience, safety
• Efficient transportation and
logistics
• Sharing and green mobility

•
•
•
•
•

Governance

• Government service accessibility
• Citizen participation
• Transparency

• Intelligent Operation Center (IOC)
• EECi mobile application – security/
service modules

• Efficiency energy consumption
• Alternative green energy
• Smart Grid

Energy

• Resource conservation
• Pollution management
• Development balancing

Environment

Advanced meter infrastructure
Green building design
EV charging stations
Solar farm and solar roof
Online power usage monitoring
system
• Low power usage effectiveness
server room
•
•
•
•
•

• Waste management
• Large forest area with high
biodiversity
• Air quality control
• Environmental management system

※Note: Aspects are categorized by Thailand smart city aspect.
出所） “Master plan of Eastern Economic Corridor of Innovation, EECI” National Science and Technology Development Agency
Link:https://www.eeci.or.th/upload_file/f_media/file/FILE_20181121090743.pdf
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PJ No7. ラヨーンEECi - プロジェクトの課題 ソリューションの詳細

EECiが支援する8つの研究開発分野
注目産業
カテゴリー

産業

ARIポリス
高性能電池
（関連側面：自動車、電子
機器、機械）
最新の自動車

開発計画
• 高性能電池および電池パックの生産開発を奨励
• 安全基準、および劣化電池のリサイクルに関する研究
• 電気自動車に関する研究
• 鉄道システムを強化

オートメーションとロボット
工学

• 製造部門の競争力を高めるために国内生産を促進する
• オートメーションモジュールシステムおよび無人車両の生産に関する研究
• リハビリセンター、高齢者介護、初期診療用のロボットなど、特定分野におけるロボット開発に関する研究

スマートエレクトロニクス

• 組み込みシステムの研究とセンサー技術の強化
• 農業、工場、サービス、健康関連の電子開発の支援

医療機器

• サービス産業などの研究センターと終了段階の研究所を設立例として、高齢者介護、初期診療、行動調整など
• 医療機器規格の包括的試験を促進する

バイオポリス
農産業とバイオテクノロ
（関連側面：近代農業、バ ジー
イオテクノロジー、生化学、バ
燃料およびバイオケミカル
イオエネルギー、バイオ医薬
品）

• 以下の研究センターと終了段階の研究所を設立 精密な農業のための品種改良、植栽技術、統合された技術
• さまざまな条件で作物を栽培するためのプロトタイプ製造所を創設

スペース・クレノヴァポリス
航空宇宙
（関連側面：衛星情報と航
空技術）

• 支援技術とインフラの開発を促進：ビッグデータ分析、IoT、サイバーセキュリティ、先端材料技術、地上管制ステー
ション、試験施設
• 軽飛行機、ライトスポーツエアクラフト、超軽量飛行機の製造に関する研究
• 無人航空機システムに関する研究

• バイオプラスチック、高付加価値医薬品、バイオ燃料に関する研究
• 機器設計プロセス、化学反応、バイオプロセスなどの基礎知識を発展させる
• バイオプラスチックの標準化、グリーンラベル、認証に関して国際機関と協力する

出所） “Master plan of Eastern Economic Corridor of Innovation, EECI” National Science and Technology Development Agency
Link:https://www.eeci.or.th/upload_file/f_media/file/FILE_20181121090743.pdf
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PJ No7. ラヨーンEECi - 参画企業 ステークホルダ

EECi には 50 を超える組織が関与しており、
民間組織の投資比率は 2037 年までに 75% になる予定
プロジェクト関係者

公的機関

詳細

中央政府

科学技術省および関連
機関（合計：11 機
関）

国内の個人投 民間企業と国営企業
資家
（合計：20 機関）

GERD の投資価値目標
機能
• 研究開発に不可欠な施設と
設備を提供
• 民間部門との共同作業を支
援

• 公共設備とインフラを開発
• 研究開発への投資

公的機関
公的：民間の投 （100 万
資比率
THB）

2017
年

2022
年

民間組織

2027
年
国内の教育機 大学と科学アカデミー
関
（合計：16 機関）

• 質の高い研究者と人材を開
発
• 研究開発プロジェクトの支援

国際的パート 外国人投資家
（合計：6 機関）
ナー

• EECi の機関間の連携を活
用して研究開発に投資
• 知識を EECi の機関と共有

2032
年
2037
年

民間組織
（100 万
THB）

合計金額
（100 万
THB）

50：50

0

0

0

45：55

9,650

11,795

21,445

40：60

17,816

26,724

44,541

35：65

29,141

54,118

83,259

30：70

41,502

96,838

138,341

※注記：GERD は研究開発に関する国内総支出の略称（Gross Expenditure on R&D ）
出所） “Feasibility report” National Science and Technology Development Agency
Link: https://www.eeci.or.th/upload_file/f_media/file/FILE_20181121090157.pdf36

PJ No8. One Bangkok - 概要

複合都市開発であるOne Bangkokは2025年完成予定である。ASEANのゲートウェ
イシティー、そして中心都市となることを目指している
プロジェクト概要
Name
Area
Timeframe
Scale
Concept

• One Bangkok
• 2018-2026
 Phase 1: Construction completion 2022
 Phase 2: Construction completion 2026
• 166,400 sq. m.
• Fully integrated mixed-use urban development

• Becoming a new global landmark attracting and
connecting top-level business, tourists and locals
• Create a new way of urban living not yet seen in
Bangkok
• Setting a new standard in terms of design, quality,
connectivity and sustainability for the country

Developme
• Economy, Energy, Living, Environment, Mobility
nt aspect
Budget

Retail Arcade

Office Tower A

• Bangkok, Patumwan district

• One Bangkok aims to build sustainable
development and transform Bangkok city–center to
become a new global landmark destination,
gateway city and epicenter of ASEAN. Project
Background
comprises of connecting offices, retail, hotels and
residences, cultural and social spaces with a smart
centralized infrastructure system.

Objective

マスタープラン

• 125,000 million THB

Responsibl • TCC Assets (Thailand) Co., Ltd.
e authority • Frasers Property Holdings (Thailand) Co., Ltd.

Residential Tower 1
The Ritz-Carlton, BKK

Residential Tower 2

Gardens On
Wireless
Road

Residential Tower 3

Cultural Hub
& Retail

Boutique
Hotel

District
Command
Centre

Luxury life
style Hotel

Super Luxury
Hotel
Signature
Tower

Multi-concept
Square

Office Tower B

Office Tower C
Retail
Office

Lifestyle Mall

Gardens on Rama IV
road

Civic Plaza
Business Hotel
Office Tower D

Hotel

Public Realm

Residential

Facilities Management
出所） One Bangkok Website, Realist Article
Link: https://onebangkok.com/
http://www.realist.co.th/blog/one-bangkok/37

PJ No8. One Bangkok - 課題とソリューション

オフィス、ホテル、商業施設開発に加え、One Bangkokはグリーン・サステナビリティ、ス
マートリビング分野にも注力している
課題とソリューション
都市の課題
•

Economy

Cluster businesses, retail and
residential area with low
availability of mixed-use
development

ソリューションのコンセプト
•

Attract and connecting top-level
business, tourists and locals with
integrated mixed-use district

プロジェクトの例
•
•
•
•

•

Excessive energy and water
consumption buildings

Energy

Environment

Mobility

•

Office Tower A,B,C and D
Residential Tower 1,2 and 3
Retail Arcade, lifestyle Mall and
Multi-concept Square
Super Luxury Hotel

•
•
•
•

Complete in 2023-2026
Opening in 2020
n/a
The Ritz-Carlton Hotel
opening in 2023

•

n/a

•

n/a

Establish an eco-friendly and
sustainable green building
Establish a smart centralized
infrastructure controlling system

•
•

Towers with LEED* Platinum
standards
District Command Centre –
district cooling, water and
energy management system

•

Lack of green areas and open
spaces

•

Dedicate 80,000 sq. m. of space
for green, safe and inviting
environment area

•

Gardens on Wireless Road and
Gardens on Rama IV Road

•

n/a

•
•
•

Lack of parking spaces
Traffic congestion
Difficult to access to public
transportation
Lack of pedestrian zone

•
•
•

Provide parking space area
Adopt smart traffic system
Build a route link all facilities for
easy-access to public transport
Provide adequate walking spaces
connecting all area

•

12,000 car park spots with
‘Find My Car’ mobile app
Real-time traffic management
Common underground
infrastructure
Network of streets walkway

•

n/a

•
•

n/a
n/a

•

n/a

Establish cultural destination with
state of art facilities
Establish buildings offering visiting
panoramic views
Establish a smart centralized
infrastructure system
Establish human health and
wellness facilities

•
•
•

Civic Plaza
Signature Tower
District Command Centre –
fully centralized security
system
Towers with WELL** Platinum
standards

•
•
•

n/a
n/a
n/a

•

n/a

•
•
•

Living

•

プロジェクトのステータス

•
•

Limited art and recreation
facilities for the community
Lack of touristic attraction of
the urban living
Limited area of safe
neighborhood/residence
Lack of living quality
concerned facility

•
•
•
•
•

•
•

•

•

※Note: Aspects are categorized by Thailand smart city aspect.
*Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is a rating system set by United States Green Building Council to evaluate the environmental performance.
出所） One Bangkok Website, Realist Article
**WELL Building Standard is the premier standard for building, interior spaces and communities focusing on human health and wellness.
Link: https://onebangkok.com/
http://www.realist.co.th/blog/one-bangkok/38

PJ No8. One Bangkok - プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

One BangkokプロジェクトはTCC AssetとFrasers Propertyが主に開発を推進
プロジェクトのステークホルダー

Private Organization

Investment
proportion

TCC Assets
(Thailand) Co.,
Ltd.

Frasers
Property
Holdings
(Thailand) Co.,
Ltd.

Detail

80.1%

• An investment holding and real
estate company with business
covers development and hospitality
services for residential, commercial
and retail properties with local
know-how expertise
• The company is part of the TCC
Group, well known conglomerates
in Thailand
• The company is entrusted by
Crown Property Bureau to rent the
land for One Bangkok project

19.9%

• Frasers Property Holdings
(Thailand) is a subsidiary of Fraser
Property Limited (FPL) to manage
investments in Thailand
• FPL is a well known multi-national
real estate company that owns,
develops and manages various
properties with Global track record
award wining project.
• FPL became member of TCC group
in 2013 (TCC Assets own 58.8% of
FPL)

Project/Function

• Financial investment
• Managing retail zone

 Development manager
 Managing retail zone

出所） One Bangkok Website, Press Release edited 2018, Realist Article
Link: https://onebangkok.com/
https://onebangkok.com/upload/file/Press%20Release%20-%20One%20Bangkok%20-%20EN_revised%2020180502.pdf
http://www.realist.co.th/blog/one-bangkok/
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PJ No9. Smart Nimman – プロジェクト概要

Smart Nimmanはチェンマイに位置し、持続可能な観光産業の確立と
モビリティ分野の都市機能の強化を目指している
プロジェクト概要
Name
Area
Timeframe
Scale

マスタープラン

• Smart Nimman
• Nimmanhaemin area, Chiang Mai
• 2016-2022

• Approximately 701,600 sq. m.*
• Development for tourism and agriculture
Concept
sustainability
• Chiang Mai is one of the chosen cities as pilot
project for smart city as part of the 20-year
National Strategic Plan.
Background
• Smart Nimman project focus on the development
of sustainable tourism and transportation.
• To improve the mobility and ease of transportation
• To reduce air pollution
• To enhance tourist experience and promote
Objective
sustainability
• To set a smart city role model for other nearby
provinces

プロジェクト概要

Nimmanhaemin

Developme
• Economy, ICT, mobility, security and social welfare
nt aspect
• 354 million THB
Budget
• Ministry of Digital Economy and Society (Digital
Economy Promotion Agency)
Responsibl • Ministry of Transport
e authority • Ministry of Energy
出所） Thailand Smart City Annual Report 2018, Chiangmai Smart City Strategy Plan 2019, Google Map
• Chiang Mai Provincial Municipal
Linkhttps://smartcitythailand.or.th/face/images/card/1559721572.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D2/2D11Sep2019090618.pdf
• Chiang Mai City Development Co., Ltd.

Note: *The number base on the distance measure by the Google Map of the Nimmanhaemin’s territory

https://goo.gl/maps/J9TzpQ7BRad1dGUWA
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PJ No10. Khon Kaen Smart City – プロジェクト概要

Khon Kaen Smart Cityは交通・物流のハブとして開発することを目指している
プロジェクト概要
Name
Area
Timeframe
Scale
Concept

•

Khon Kaen Smart City

•

Khon Kaen

•

2018-2029

•

10,885,990,000 sq. m.*

•

The development of transportation and medical center

•

Khon Kaen is one of the chosen cities as pilot project for
smart city as part of the 20-year National Strategic Plan.
Khon Kaen has a potential and plan to become one of a
global city with a smart city development as a stepping
stone

Background •

Objective

•
•
•

マスタープラン
B1-2: City TOD**

B1-1: Green
Building

B2-4: Creative
Space
B2-1: Pocket Park

To become center of transportation and logistic hub
To become an ASEAN regional medical hub
Promote smart city model and in align with the government
policy (National strategy)

A1: TOD Pilot 1
B2-2: City hall &
Green Complex

Developme • Connectivity, economy, energy, health care, ICT, life
services, mobility, public administration, real estate,
nt aspect
security, social welfare and waste management
Budget

•

69,893 million THB

•

Ministry of Digital Economy and Society (Digital Economy
Promotion Agency)
Ministry of Transport
Ministry of Energy
Khon Kaen provincial municipal
Khon Kaen City Development Co., Ltd.

Responsibl •
e authority •
•
•

B3-1: Urban Park

A2: TOD Pilot 2

B3-1: Mixed Use
CBD

Note: *Total area of Khon Kaen provinces as the project applicable to the whole province.
**TOD is Transit-Oriented Development.

B3-2: Green
Building

B2-3: Central park
& Highlight
Residences

出所） Khon Kaen Smart City Master Plan 2029
Link: http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/fileDir/proGen/20190621-DOC24june62-1.pdf
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PJ No11. Bumi Serpong Damai (BSD) City- プロジェクト概要

BSD Cityは既に渋滞のひどいジャカルタの混雑緩和を目的とし、
次世代の独立都市を目指す新しい都市である
マスタープラン (開発エリアマップ)

プロジェクト概要
Project name

•

Bumi Serpong Damai (BSD) City

Area

•

Serpong, South Tangerang, Indonesia

PJ Timeframe

•

2035

Development
size /
population

•

SC Concept

•

Self-sustainable city in response to rapid
urbanization

Background
(Issue）

•

Rising population, changing demographics and
spending power in the capital city is driving and
propelling rapid urbanization

•

To decrease Jakarta metropolitan force by creating
a new growing centre in Tangerang as an
alternative to city congestion and pollution

Project focus
area / solution

•

Mobility, Energy/Environment, Living, Economy

Investment
budget

•

N.A.

Stakeholder
(Government /
Private）

•

Private Joint Venture (Mitsubishi Corporation,
Hongkong Land, AEON, Kompas Gramedia)

Purpose

6,000 ha

PHASE3
2,450 Ha

Completed

Pending
Phase 2
Completion

PHASE1
1,500 Ha

Under
Development

PHASE2
2,000 Ha

出所） Sinarmas Land Annual Report 2018 (Investor Toolkit)
Link: https://sinarmasland.com/assets/files/upload/SML-Annual-Report-2018.pdf
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PJ No11. Bumi Serpong Damai (BSD) City- ソリューション概要

BSD Cityは信頼性のあり低コストのソリューションを提供することで、
持続可能な都市であり続けることを目指している
課題とソリューション
都市の課題
スマートモビリティ
(交通・通信)

スマートエネルギー
& エンバイロメント
（環境)

•
•

•

•
•

スマートリビング
（生活・安全)

ソリューションのコンセプト

スマートガバナンス
（行政)

プロジェクトのス
テータス

Lack of connectivity and accessibility to
the city
Rising cost of fuel with growing numbers
of private vehicles on congested roads

•

Provision of reliable public transport,
pedestrian sidewalks and bicycle lanes as
cost-effective alternatives to private
vehicle

•
•
•

Toll roads
Double track railroads
Feeder bus, link into busway

•

Developing

Poor energy management: Massive
consumer of energy with significant
reliance on coal, contributing to
greenhouse gas emissions

•

Using energy efficient building materials
and renewable energy sources
Building green spaces, parks and
nurseries to ensure landscape flourishes in
tandem with rapid urban development

•

•

Developing

•
•

Energy efficient buildings equipped
with solar roofing
Power supply infrastructure
Green space and nursery (NAVA Park)

Water independence
Provisions for health, education, worship
and entertainment fulfilment

•

Building water management systems and
extensive greening
Lifestyle malls and fitness/sport centres
integrated into the new town

•
•
•
•
•
•

Water treatment plants
Three Hospitals
65 educational establishments
Mosque, church, temple
AEON and The Breeze Lifestyle Mall
Sports and leisure facilities

•

Developing

•

Indonesia Convention Exhibition (ICE)

•

Completed

•

•

スマートピープル
(人的資源)
スマートエコノミー
(産業振興)

プロジェクトの例

N.A.
•

Lack of venue to host national and
international scale events to boost the
growth of nation

•

Establishment of the most spacious
exhibition and convention center in
Indonesia to facilitate full spectrum of
business events

N.A.

出所） Sinar Mas Land Annual Report 2018 (Investor Toolkit) (Annual Report), Sinar Mas Land Press Release
Link: http://www.sinarmasland.com/assets/files/upload/SML-Annual-Report-2018.pdf ,
http://www.sinarmasland.com/assets/files/upload/BSDE-Annual-Report-2018.pdf,
https://newcities.org/bsd-city-indonesia-a-sustainable-response-to-rapid-urbanization/
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PJ No11. Bumi Serpong Damai (BSD) City- ステークホルダー

Bumi Serpong Damai (BSD) Cityのステークホルダー概要
プロジェクトのステークホルダー

Sinar Mas Land
(SML)

BSD City project is fully managed by
Sinar Mas Land, a subsidiary of Sinar
Mas Group

SML has established JV partnerships with leading
international players with specialized skills across sectors
to enhance BSD City’s value proposition

Mitsubishi
Corporation JV
• JV for residential
and commercial
development
• BSD’s stake: 40%

Hongkong
Land JV

AEON JV

• JV for high-end
residential project

• JV for retail mall
with AEON Japan

• BSD’s stake: 51%

• BSD’s stake: 33%

Kompas Gramedia
JV
• JV to develop the
largest exhibition
hall (ICE)
• BSD’s stake: 49%

出所） Sinarmas Land Annual Report 2018 (Investor Toolkit), Company Website
Link: http://www.sinarmasland.com/assets/files/upload/SML-Annual-Report-2018.pdf,
http://www.sinarmasland.com/discover-properties/city-township/bsd-city
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PJ No12. Meikarta – 概要

Meikartaは住宅とビジネス立地を近づけることで、
ジャカルタの混雑を緩和することを目的として開発されている
マスタープラン (開発エリアマップ)

プロジェクト概要
Name

•

Meikarta

Area

•

Cikarang, Indonesia

•

•

Phase 1: 2021 (To complete construction of 52
residential towers in District 1 and 2)
Phase 2: In the midst of planning till 2025

•
•

Site Area: 84,000 ~ 5,000,000 m2
Target Population: One million residences/ workers

•

A metropolitan city with a friendly and modern living
environment that will become the new corridor of
extraordinary economic growth for Indonesia

•
•

Commercial and industrial hub that lacks city life
Over five million workers in surrounding industrial area
who have to spend long hours commuting to and from
work

•

To increase the convenience and bring residential
owners closer to the center of economic and business
activity in ID
To transform and move the economic hub for middleup businesses to Meikarta (i.e. the “New Jakarta”)

Timeframe

Scale

Concept

Background

Objective
•
Developme
nt Aspect

•

Real Estate (Commercial and Residential), Healthcare
and Education

Budget

•

USD 20 billion

Responsible
Authority

•

Private Joint Venture (Lippo Group)

JAKARTA

MEIKARTA

UNIVERSITY DISTRICT

DISTRICT ONE
出所） Meikarta Website, Lippo Cikarang 2019 Q1 Investor Presentation, Globeasia News Report
Link:http://meikarta.com/mod.php?mname=ea&mfile=block_tower,
http://www.lippo-cikarang.com/wp-content/uploads/2019/05/Investor-Package-Q1-2019-English.pdf,
https://www.globeasia.com/need-to-know/lippo-group-to-develop-21b-meikarta-industrial-city/ 46

PJ No12. Meikarta– 課題とソリューション

Meikartaプロジェクトの多くは周辺の工業地帯の労働者等中低所得者層をターゲットとして建設さ
れている
テーマごとの課題とソリューション
都市の課題

ソリューション・コンセプト

プロジェクトの例

Mobility

• Lack of connected
transportation coupled with
congested roads
• Lack of accessibility between
city and industrial areas

• Integrating and connecting toll
roads as well as rail
infrastructure
• Physical stations for the railway
and monorail
• Increased various
transportation facilities to
facilitate the mobility of
residents of Meikarta

• Jakarta-Cikampek Elevated Highway
• Jakarta-Bekasi High-Speed Train
• Automated People Mover (Monorail)
uniting seven new cities around
Meikarta
• Light Rail Transit (LRT)

Living

• Lack of housing and living
amenities
• Provisions for health, education,
worship and entertainment
fulfilment

• Enhanced entertainment
• Increased residential units
along with world-class
buildings like malls, hospitals,
schools, office, research
centers, hotels

•
•
•
•
•
•

Economy

• Limited accessibility in the
Eastern Corridor of Jakarta to
drive tourist and trade

• Provision of airport and seaport
centers to boost the growth of
nation and its economy

• Patimban Deep Sea Port
• Kertajati International Airport

Central Park/ Leisure Parks
Residential towers and apartments
International financial centers
National universities
Shopping centers & lifestyle malls
Five-star hotels

出所） Lippo Cikarang 2019 Q1 Investor Presentation, Various News Articles
Link: http://www.lippo-cikarang.com/wp-content/uploads/2019/05/Investor-Package-Q1-2019-English.pdf,
https://www.beritasatu.com/ekonomi/497573/meikarta-kota-modern-terluas-di-koridor-timur-Jakarta,
https://www.lippokarawaci.co.id/press-release/read/lippo-launches-meikarta-a-new-city-in-the-center-of-indonesia-economic-activities,
http://www.asiatoday.com/pressrelease/19-global-partners-sign-us850m-project-lippo-groups-meikarta,
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/meikarta-satellite-city-to-attract-thousands-of-multinational-companies-in-the-biggest-economy-of-south-east-asia-1002624399,
https://theinsiderstories.com/lippo-group-reveals-plan-to-develop-rp278t-new-satelite-city-in-west-java/
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PJ No12. Meikarta – ステークホルダー

Meikartaのステークホルダー概要
Meikartaは100% Lippo Groupが所有・管理している
プロジェクトのステークホルダー

Joint Venture
Partnerships

Lippo Group

Chinese
Company
(撤退）

出所） Lippo Cikarang Website
Link: https://lippogroup.com/about-lippo-group/
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PJ No12. Meikarta– ステークホルダー

（参考）Lippo Groupの関連企業
プロジェクトのステークホルダー

Lippo Group

Retail

Real Estate

TMT

Matahari

Lippo Karawaci

Multipolar

Hypermart

Lippo Cikarang

Boston

Healthcare
Siloam
Hospitals

Financial
Services

Education

Ciptadana

YPH

First Media

NOBU
National Bank

UPH

Tanjung Bunga

Link Net

Lippo Insurance

SPH
International

First Reit

Big TV

OVO

LMIR Trust

GTN

Lippo Malls

Cinemaxx

Hotel Aryaduta

Mbiz
出所） Lippo Cikarang Website
Link: https://lippogroup.com/about-lippo-group/
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PJ No13. Kota Deltamas – プロジェクト概要

Kota Deltamas: 概要
マスタープラン (開発エリアマップ)

プロジェクト概要
Project name

•

Kota Deltamas

Bakasi City
Jakarta
Tangerang

Area

•

Bekasi, Indonesia

Access to other
Industrial estates

PJ Timeframe

•

Till 2020

Development
size /
population

•

7,413 Acres

SC Concept

•

Self sustained educational and industrial hub

Background
(Issue）

•

Development of self sustained industrial city in
a joint venture with Sojitz

•

Developed as a center for quality education
through schools and institutions along with
other industrial facilities

Project focus
area / solution

•

Mobility, Energy/Environment, Living,
Economy, Governance

Investment
budget

•

N.A.

Stakeholder
(Government /
Private）

•
•

Public (17.72%)
Private players (82.28%)

Purpose

Bekasi Regency
Gov1 Centre

出所） Kota Deltamas Website, Kota Deltamas 2019 Corporate Presentation
Link: http://kota-deltamas.com/tentang-kami/masterplan/,
http://kota-deltamas.com/wp-content/uploads/2016/10/Company-Presentation-Sep-2019-FINAL.pdf
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PJ No13. Kota Deltamas – ソリューション概要

Kota Deltamas: 課題とソリューション
課題とソリューション
都市の課題

スマートモビリティ
(交通・通信)
スマートエネルギー
& エンバイロメント
（環境)

ソリューションのコンセプト

Appropriate connectivity to the city
and its different parts

•
•

Direct and wide access roads
Attracting auto and logistic
companies as tenants to setup plants
and showrooms

•

Greenland International Industrial
Center(GIIC)

•

Developing

•

Diversification of the surroundings
into environmentally and
economically sustainable

•

Building green spaces and nurseries
to provide a clean and green
atmosphere around a commercial
hub

•

Green Space and Nursery

•

Developing

•
•

Waste treatments, and cleanliness
Provisions for health, education and
entertainment fulfilment

•

Number of smart malls and
fitness/sport centers integrated into
the GIIC as well as the housing
colonies of Kota Deltamas
Educational services for kids from
Japanese expatriates in turn boosting
commercial activities

•
•
•
•

Hospitals
Sustainable smart town
Naraya park
Cikarang Japanese School

•

Planned

•

スマートピープル
(人的資源)

スマートガバナンス
（行政)

プロジェクトのス
テータス

•

スマートリビング
（生活・安全)

スマートエコノミー
(産業振興)

プロジェクトの例

N.A.
•

Efficient and smart commercial and
industrial centers to boost the
growth of nation*

•

Zone wise establishment of industrial
and commercial centers along with
auto manufacturers for showrooms
and plants*

•
•

Greenland Industrial center
Greenland International Industrial
Cneter

•

Planned

•

Provide efficient and smarter public
service systems that are accessible
to the public*

•

Building a government hub to ease
pout public services*

•

Government Center

•

Planned

出所） Kota Deltamas Website, Kota Deltamas 2019 Corporate Presentation
Link: http://kota-deltamas.com/tentang-kami/masterplan/,
http://kota-deltamas.com/wp-content/uploads/2016/10/Company-Presentation-Sep-2019-FINAL.pdf
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PJ No13. Kota Deltamas – ソリューション概要

Kota Deltamas: ステークホルダー概要
プロジェクトのシェアホルダー構造
Sojitz Corporation
(25%)

PT Sumber Arusmulia
(57.28%)

International Marketing
Platform and strategic
partnership

As a property developer
in the project

Public
(17.72%)

PT Puradelta Lestari Tbk

PT Pembangunan
Deltamas*

PT Panahome Deltamas
Indonesia**

出所） Kota Deltamas 2019 Corporate Presentation
Link: http://kota-deltamas.com/wp-content/uploads/2016/10/Company-Presentation-Sep-2019-FINAL.pdf
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Vietnam PJ No.14-16
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PJ No14. Nhat Tan-Noi Bai Smart City, Hanoi – プロジェクト概要

Nhat Tan-Noi Bai Smart Cityは北Red River地区の都市化を目指しており、数多
くの雇用の創出を通じてハノイの社会経済的発展を目指している
マスタープラン (開発エリアマップ)

プロジェクト概要
Project name

•

Nhat Tan-Noi Bai Smart City

Area

•

Hanoi, Vietnam

PJ Timeframe

•

2030

Development
size / population

•

272 ha

SC Concept

•

Commercial hub with smart environment
technology, economy, mobility, living and people

•

Enhance quality of life and economic development
by creating the most attractive urban area
Project consists of 5 phases with 5 joint-venture
models for development of each stage

Background
(Issue）

•

•

Drive urbanization in the northern Red River area,
creating numerous jobs and propel the city’s socioeconomic development

Project focus area
/ solution

•

Energy(PV), Environment(Waste management),
Mobility(Automated bus, EV) etc

Investment
budget

•

USD 4.2 billion

Stakeholder
(Government /
Private）

•

Public Private Partnership (BRG Group, Sumitomo
Corporation, Hanoi’s People’s Committee)

Purpose

出所） Vietnam + News Article, Real Estate Vietnam Article on BRG Group’s 1/500 Masterplan, Rubix Navigation News Article
Link: https://en.vietnamplus.vn/hanois-mega-smart-city-set-to-break-ground-later-this-year/140280.vnp,
https://realestatevietnam.com.vn/brg-groups-super-project-4-billion-will-commence-in-q1-2018/,
https://rubix-navigation.com/en/real-estate/hanoi%E2%80%99s-mega-smart-city-set-to-kick-off-construction-in-december-2018.html 54

PJ No14. Nhat Tan-Noi Bai Smart City, Hanoi – ステークホルダー

Nhat Tan-Noi Bai Smart Cityのステークホルダー概要
プロジェクトのステークホルダー

Co-operation
Agreement

US$4.2 billion
budget

US$127
million budget

US$4.1 billion
budget

Hanoi People’s
Commitee

5 Joint Ventures
for each phase

Vietnamese
Consortium (led
by BRG Group)
•

•

BRG is a conglomerate providing
services in many industries like real
estate, hospitality, entertainment,
trade, retail, production &
construction
Other local developers include Phu
Cong RICO, VINAMCO and Hanoi
Real Estate JSC for other phases

Note: % split in the 5 respective
JVs are not disclosed

Sumitomo
Corporation
•

•

Selected for extensive
experience in infrastructure
planning as well as real estate
projects
Close connection with JP
government and community
seen as gateway to connect
Hanoi / VN to the world

出所） “Vietnam Business Review” by SEIKO IDEAS, Vietnam Investment Review News Article
Link: http://www.seiko-ideas.com/News_Collection/2018/Seiko_Ideas_Business_News_Collection_Vol_40.pdf,
https://www.vir.com.vn/the-four-domestic-developers-behind-smart-city-near-nhat-tan-bridge-58898.html55

PJ No15. Thu Thiem Eco-Smart City, HCMC – プロジェクト概要

Thu Thiem Eco-Smart Cityはホーチミン市をアジアで最も発展した都市の一つとする
ことを目指して開発された
マスタープラン (開発エリアマップ)

プロジェクト概要
Project name

•

Thu Thiem Eco-Smart City

Area

•

HCMC, Vietnam

PJ Timeframe

•

2023

Development
size /
population

•

7.45 ha

•

Multi-functional complex in Plot 2A including
high-end commercial, hotel, office,
apartments based on advanced IT and smart
management tools

•

Lack of land for development in the existing
CBD, and close proximity of Thu Thiem to
District 1
Large land bank which provides an
opportunity to connect the eastern bank of
the river with the city

SC Concept

Background
(Issue）

•

Purpose

•

Development of a new CBD that is a financial,
commercial and residential centre for HCMC

Project focus
area / solution

•

Mobility, Living, People

Investment
budget

•

USD 2.2 billion

Stakeholder
(Government /
Private）

•

Private Investment (Lotte Group)

出所） World Trade Realty, Hoa Binh House, “Time for Thu Thiem” by JLL, Various News Articles
Link:https://worldtraderealty.com/thu-thiem-eco-smart-city-lotte-smart-green-city-project/,
https://hbh.vn/quan-2/eco-smart-city,
https://research.vietnambusiness.tv/JLL%20-%20Thu%20Thiem%20White%20Paper%20-EN.pdf,
https://english.thesaigontimes.vn/55247/lotte-to-develop-smart-complex-in-thu-thiem.html,
https://english.vietnamnet.vn/fms/business/157988/giant-projects-to-kick-off-in-thu-thiem.html,
http://www.globalconstructionreview.com/markets/koreas-lotte-build-vietnams-answer-canary-wharf/
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PJ No15. Thu Thiem Eco-Smart City, HCMC – ソリューション概要

Thu Thiem Eco-Smart Cityは下記のようにベトナムのスマートシティー・コンセプトを
促進している
課題とソリューション
都市の課題

スマートモビリティ
(交通・通信)

•

With a new construction in
District 2, it might affect
the transportation flow
through the city

ソリューションのコンセプト
•

プロジェクトの例

Make it accessible to reach
Thu Thiem Eco-Smart City
without causing much
obstruction to the main
traffic

プロジェクトのステータス

•

Planning//Developing

•

Thu Thiem Tunnel connects
through District 1
3 Major Roads of ThuThiem
through the project
Automated bus/EV

Create an ecosystem where
all required facilities are
accessible, where residents
do not need to step out of
the project to source for
services

•
•
•
•
•

Healthcare area
Kindergarten
Luxury lobby
Community living room
Childrens’ play area

•

Planning/Developing

Aside from personal lives,
working lives should be
integrated with the living of
the resident

•
•

Trade Center
Office Building

•

Planning/Developing

•
•

スマートエネルギー
& エンバイロメント
（環境)

スマートリビング
（生活・安全)

スマートピープル
(人的資源)

•

•

Daily services are present
but some are not accessible
and services are not close
to one another

Workplaces are a significant
distance from their
residential areas

•

•

スマートエコノミー
(産業振興)

N.A.

スマートガバナンス
（行政)

N.A.

出所） Hoa Binh House, SaleReal Co., Ltd, “HCMC trip report: The opportunity lies in building homes” by JLL
Link: https://hbh.vn/quan-2/eco-smart-city,
https://canhoquan2.today/du-an/eco-smart-city/,
https://www.theinvestor.jll/wp-content/uploads/HCMC-CityTripReport-v7.pdf
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PJ No15. Thu Thiem Eco-Smart City, HCMC – ステークホルダー

Thu Thiem Eco-Smart Cityのステークホルダーは当初ロッテと日系企業3社のジョイ
ントベンチャーの予定であったが、日系企業3社は撤退した
プロジェクトのステークホルダー

Private
Investment

Mitsubishi
Corporation

Lotte Group JV
Lotte Asset
Development
Lotte Shopping
Lotte Hotel

Lotte Engineering
& Construction

Mitsubishi Estate
Co Ltd

Toshiba
Corporation

•

Investment and management of assets

•

Developing retail segment including Diamond Plaza department store, Lotte Mart, Lotte.vn

•

Hotel management

•

Construction
出所） SaleReal Co., Ltd, The Saigon Times News Article
Link: https://ledinhphong.vn/du-an/eco-smart-city/,
https://english.thesaigontimes.vn/55247/lotte-to-develop-smart-complex-in-thu-thiem.html
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PJ No16. 東急ビンズンガーデンシティ: プロジェクト概要

民間主導で既に開発が完了、拡張開発が進む案件
プロジェクトの概要
プロジェクト名

東急ビンズンガーデンシティ

エリア

ビンズン新都市、ベトナム

プロジェクトの
タイムフレーム

2012 年以降

開発規模/人口

272 エーカー

スマートシティコン
セプト

マスタープラン (開発エリアマップ)
シンガポール
インターナショナル
スクール

パンフック病院
中層住宅

HARUKA Terrance
HARUKA residence

ティエンハウ寺

ベトナム文化と融合した日本式都会型スマートシティ

オフィス・工場

MIDORI PARK

5

背景 (課題)

72 ヘクタールの建設エリアに、7,500 軒の賃貸住宅、
商業エリア、サービス、オフィススペース

低層住宅

8

9
6

1

目的

東急多摩田園都市のモデルをベースにした日本式都市
の提供とビンズン新都市の開発を計画

クエンクエン中学高校

7
hikari

2
4

低層住宅
ゴートイニウム
学校・幼稚園

東部国際大学

3
スポーツセンター

プロジェクトで重視
するエリア/
ソリューション

不動産 (土地および建物)、セキュリティ生活サービス

投資予算

12 億 USD

SORA Gardens Ⅰ

1

ステークホルダー
(政府/民間)

民間

2
3

ビンズ省行政センター (2014年)
ベカメックスホテル (2016年)
ベカメックスIDC本社 (2017年)

4
5
6

会議・展示場 (2014年)
ビンズ省消防局 (2016年)
ビンズTV (2017年)

7
8
9

韓国商業会議所 (2017年)
ビンズ省社会保険局 (2016年)
ビンズ省開発投資基金 (2017年)

出所） Becamex Tokyu
Link: http://www.becamex-tokyu.com/en/introduction/tokyu_binh_duong_garden_city/
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PJ No16. 東急ビンズンガーデンシティ: ソリューション概要

東急ビンズンガーデンシティ: 課題とソリューション
課題とソリューション
都市の課題
•

スマートモビリティ
(交通・通信)

Synchronized infrastructure
and the improvement of
multiple traffic routes to pave
the way for socio-economic
development

ソリューションのコンセプト
•

スマートエネルギー
& エンバイロメント
（環境)

Becamex Tokyu Bus, operated
in Japanese style, has already
been in operation offering
optimal transportation service
to local

Becamex Tokyu Bus (Kaze
Suttle Bus)

•

プロジェクトのステータス

•

Completed

•

Developing

N.A.

•

スマートリビング
（生活・安全)

プロジェクトの例

Green spaces with commercial
opportunities for coexistence
of business as well as general
residents

•

•

Garden spaces within each
development, while also being
embraced by the abundant
green of the Binh Duong New
City
Mix of Japanese and Vietnamese
design styles, between tradition
and modernity

スマートピープル
(人的資源)

N.A.

スマートエコノミー
(産業振興)

N.A.

スマートガバナンス
（行政)

N.A.

•
•

Sora Gardens
Midori Park

出所） Becamex Tokyu
Link: http://www.becamex-tokyu.com/en/introduction/tokyu_binh_duong_garden_city/
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PJ No16. 東急ビンズンガーデンシティ: ステークホルダー

東急ビンズンガーデンシティ: ステークホルダー概要
プロジェクト管理委員会組織
東急ビンズンガーデンシティ

東急グループ (65%)

ベカメックスグループ (35%)

美しいリビングエンバイロメントを創造す
ることは、さまざまな個人価値に調和す
る。メンバー企業は、企業自治の原則
の下で共に働き、「共同創作」という相
乗的なプロセスを進める

ビンズン省の都市開発における先駆者。
最新の建設施設と技術、建設部門で
の豊富な経験を持つ大変有能なエン
ジニアのチーム、投資家として
Becamex IDC が参加した都市開
発プロジェクトは、ビンズン都市の新し
い姿に貢献してきた

出所） Becamex Tokyu
Link: http://www.becamex-tokyu.com/en/introduction/tokyu_binh_duong_garden_city/

61

Philippines PJ No.17-19
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PJ No17. New Clark City – プロジェクト概要

ニュークラークシティはフィリピン初のスマートシティ開発案件。
メトロマニラが抱える渋滞等重大な問題がない都市開発を目指す
マスタープラン

プロジェクトの概要
プロジェクト名

•

New Clark City (ニュークラークシティ）

開発対象地域

•

カパス、タルラック

事業時期

•

最終的な完成には最低30年を要する見込み
（Phase1：2016-2022）

開発規模

•
•

9,450 ヘクタール
120万人を収容する規模となる予定

コンセプト

•

マニラが長年にわたり抱えてきた問題のない町づくり

背景

•

深刻な渋滞等によりマニラが首都として十分に機能していない

目的

•
•
•

マニラ首都圏の渋滞緩和
フィリピン全体の経済成長促進
投資流入による経済成長および事業機会の増大

重点分野

•
•
•

（諸機能が）統合された都市開発
環境を配慮した都市開発
災害への適応能力のある都市開発

予算

•
•

140億 USD
想定スキーム: PPP等（詳細はBCDAにて検討中）

開発主体

•

フィリピン基地転換開発公社(BCDA) (政府系企業）

交通機関
 クラーク空港への良いアクセス
 電車の整備
 BRT/LTRの整備

イノベーションセンター
 複合施設の建設
 フィルインベスト社等による
288ヘクタール規模の開発

ニュー・クラーク・シティ

政府機関
 政府機関の集積

多様な所得層向けの住宅地
 120万人を収容する住宅機能
 教育機関も集積

出所) フィリピン基地転換開発公社（BCDA）ウェブサイト
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PJ No17. New Clark City - プロジェクト概要

フェーズ１の開発はスケジュール通りに進行中。2019年8月末にスポーツ施設が完成し、
同年11月に開催される第30回東南アジア競技大会で利用される予定
 プロジェクトは当初の計画通りに進行中
 スポーツ施設は2019年8月に完成予定。その後、2019年11月に開催される第30回東南アジア競技大会で利用予定
Phase1のプロジェクト概要
開発時期

• 2016-2022

開発規模

• 60 ヘクタール

建築物/施設

その他

開発イメージ

• スポーツセンター
• 商業/工業向け複合施設
• 住宅地 等
• 政府機関の建設計画作成
• インフラシステムの整備計画作成
• 工業施設の建設計画作成 等
ニュー・クラーク・シティ・アスレチックス・スタジアム

プロジェクトのタイムライン

ニュー・クラーク・シティ スポーツスタジアム

フェーズ

フェーズ1

フェーズ 2 + α

時期

2017年9月～2018年1月

2018年1月～2019年8月

2019年8月～10月

2020年 ～ 2022年

詳細

建設前/詳細設計/入札

建設開始

スポーツセンターの
試験および試使用

プロジェクトの継続/
フェーズ1の完成

2050年

フェーズ2以降の開発
フェーズ2以降の詳細未定

出所) フィリピン基地転換開発公社（BCDA）ウェブサイト
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PJ No17. New Clark City - 課題およびソリューション

プロジェクトは大きく5分野で構成されており、各分野が抱える課題の解決を目指す
課題およびソリューション
都市が抱える課題/目標

ソリューション

プロジェクトの例

• 効率的な行政サービスの提供

• 信頼性が高く、迅速、効率的な行政サービ
スの提供
• ワンストップでの行政サービスの提供

• オンラインで行政サービスを提供するシステム
の開発
• スポーツ施設の建設 等

• 効率的な交通システム
• ICTインフラの整備

• 公共交通システムの導入
• 空港や他都市への効率的な交通システム
（道路）の整備

• 公共交通機関の導入
 電車
 BRT/LRT
 バス 等
• 道路の整備

工業施設

• 産業復興
• 投資増大

• 工業団地の建設
• 物流システムの整備

• テクノパークの建設
• 公共インフラ設備の導入
 電気、情報通信システム、水、
廃棄物処理システム 等

複合施設

• 快適かつ安全な生活

• 住宅、オフィス、商業施設等を含む複合施
設の開発

• 防犯設備を兼ね備えたコンドミニアム、商業
施設、ホテルの建設
• 大学、病院の建設 等

農業施設

• 新鮮な農産物等食料へのアクセス

• ルソン、マニラ首都圏及びその他の近隣国
へのサプライチェーンの整備

• 倉庫の建設
• 水処理システムの整備 等

政府機関

交通インフラシステム

出所) フィリピン基地転換開発公社（BCDA）ウェブサイト、BCDAへのヒアリング等
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PJ No17. New Clark City – プロジェクトステータス

多くのプロジェクトが計画段階である。MTD Capitalによるスポーツ施設および
Filinvestによる複合施設の建設が2019年6月現在進行中である
プロジェクトのステータス
完成済
１）政府機関

-

建設中

計画中

• MTD Capital Berhad （マレーシア）がスポーツ施設
を建設

• MTD Capital Berhad （マレーシア）が政府機関 (NGAC)
を建設

２）インフラシステム

① 道路

-

-

• 民間企業（企業名は未公開）がニュークラークシティとクラーク
国際空港を繋ぐ道路を建設
• NLEX Corporation（フィリピン）がニュークラークシティ、スー
ビック、クラーク、タルラックを結ぶ高速道路を建設

② 電車

-

-

• 中国のODAによりスービックとクラークを結ぶ鉄道を建設
• 日本のODAによる南北通勤鉄道を建設

③ BRT/LRT、バス
④ 電気

担当企業未定
-

⑤ 情報通信システム
⑥ 水

• Meralco（フィリピン）-丸紅（日本）-BCDAによるジョイント
ベンチャーが配電システムを整備

担当企業未定.

-

• Prime Water Infrastructure Corporation（フィリピン）
および Tahal Group（イスラエル）によるジョイントベンチャーが
上下水道システムを整備

-

⑦ ガス、廃棄物処理

担当企業未定
-

• Filinvest Land (フィリピン）がイノベーションセンターを建
設

• China Gezhouba Group (中国）がインダストリアルパークを
建設

① 住宅、オフィス、商業施設

-

• Filinvest Land(フィリピン）がタウンシップを開発

-

② 教育機関

-

-

• University of the Philippines（フィリピン）、
Technological University of the Philippines(フィリピ
ン）が大学を設置

３）工業施設
４）複合施設

３ 病院

担当企業未定

５）農業施設

担当企業未定

出所) フィリピン基地転換開発公社（BCDA）ウェブサイト、BCDAへのヒアリング等
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PJ No17. New Clark City – ステークホルダー

マスタープラン作りには日本の官民ファンドであるJOINが参画。実際の開発では
日系企業からは丸紅、関西電力、中部電力等が配電事業に参画している
プロジェクトのステークホルダー

公的機関

投資比率

フィリピン基地転換開発
公社（BCDA)

NA

JOIN、
スルバナジュロン

分野

役割・プロジェクト

全体

マスター
プラン

民間企業

AlloyMTD
Filinvest、
China Gezhouba
Meralco-丸紅ー
BCDAのJV
Prime Water
InfrastructureとTahal
Group のJV

NLEX Corporation

• プロジェクト全体の統括

• マスタープランの作成
• 政府機関が入居する建物およびスポーツ施設等を建設

建築
• 工業施設や複合施設を建設
NA
• 配電システムを建設
インフラ

• 下水道施設を建設
• 高速道路を建設

出所) フィリピン基地転換開発公社（BCDA）ウェブサイト、BCDAへのヒアリング等
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PJ No17. New Clark City – ステークホルダー

マスタープラン作りには日本の官民ファンドであるJOINが参画。実際の開発では
日系企業からは丸紅等が配電事業に参画している
プロジェクトのステークホルダー (2019年6月時点)
政府機関

凡例
大統領府

国家経済開発庁(NEDA)

公共事業道路省(DPWH)

運輸省(DOTr)

政府機関

・・・

企業（政府系企業を含む）
その他団体・組織

ニュークラークシティ建設の指示
フィリピン基地転換開発公社(BCDA)

海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN)

MoUの締結
 マスタープラン
の作成

連携
スルバナ・ジュロン

その他機関・組織

アドバイス/
支援

委託/連携 等

AlloyMTD
役割：
政府機関が入る建物およ
びスポーツ施設等を開発

•
•
•

Meralco-丸紅BCDAのJV

アジア開発銀行

大学

Filinvest、 China
Gezhouba Group

役割：
役割：
配電システム等を開発
工業施設や複合施設等
※上記ＪＶには丸紅の他に
を開発
関西電力および中部電力も出資

Prime Water
Infrastructure
および Tahal GroupのJV

役割：
上下水道施設を開発

NLEX Corporation

・・・

コンサルティング会社 等

役割：
高速道路を開発

記載のある企業はフェーズ１の開発に関わる企業。（フェーズ2以降の開発に実際に参画する企業等の詳細は未定）
BCDAからの情報によると、ＢＣＤＡは、現時点では詳細を公表できないものの、上記企業以外にも複数の企業と本プロジェクトの開発について協議中である
BCDAからの情報によると、フェーズ１の開発詳細は既に決まってるものの、フェーズ2以降の開発については詳細未定である

出所) フィリピン基地転換開発公社（BCDA）ウェブサイト、BCDAへのヒアリング等
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PJ No18. ARCA SOUTH – プロジェクト概要

アヤラランドによるマニラ タギッグ市における大規模開発案件。本プロジェクトはマニラ首都
圏における新たなビジネス都市に発展することが期待されている
プロジェクトの概要
プロジェクト名

マスタープラン

• アルカサウス

開発対象地域 • マニラ、タギッグ市
事業時期

• 2014年にプロジェクト開始
(一部コンドミニアムは2019年にオープン予定）

開発規模

• 74 ヘクタール

コンセプト

• 集中管理された都市運営システムにより交通、電力、安全対策
など住民のニーズに沿った街づくりを行う

背景

• Food Terminal Inc. (FTI) 社の跡地を再開発し、住民に
対して質の高い生活環境を提供
• マカティ、BCG等に次ぐビジネス都市の開発

目的

• 利便性の高い交通環境、高品質の住環境、オフィススペース等
を提供。これらにより住民の生活の質を向上させる
• 集中管理された都市運営システム（交通、電力、防犯等）を
導入することでスマートな街を開発

重点分野

アルカサウス

• エネルギー、モビリティ、セキュリティ等

予算

• 800億ペソ

開発主体

• アヤラランド

1.
2.
3.
4.
5.

Qualimed（医療施設）
複合輸送システム (ITS)
公共交通指向型のショッピングモール
リージョナルモール
ホテル（Seda Hotel)

6. ライフスタイルモール
（高級志向のモール）
7. Arca メインストリート
8. 公園
9. コンドミニアム

出所) アヤラランド ウェブサイト
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PJ No18. ARCA SOUTH – 課題およびソリューション

マカティやBGCに次ぐ新たなビジネス都市の開発を目指す。
アヤラランドが建設しており、基本的な建物は2023年頃に完成予定（1/2）
課題およびソリューション
街が抱える課題

ソリューション

プロジェクトの例

プロジェクトのステータス

住宅

• マニラ首都圏への人口の集
中に伴う居住スペースの不足
• 高級志向のコンドミニアムの
不足

• 近代的な居住空間の提供
• 庭やオープンスペースを設け、
住人が寛げる空間を創る

• アヤラランドの以下ブランドのコンドミ
ニアムを建設
 Ayala Land Premier
 Alveo
 Avida 等

• Arbor Lanes、Avida Tower
One Union Place等の一部コンド
ミニアムは完成済
• その他のコンドミニアムは建設中。
2023年頃完成予定

宿泊

• ビジネスパーソン向けの宿泊
施設のニーズの高まり

• ホテルの建設
• “おもてなしの心”をコンセプト
に、快適なホテル空間を提供

• ホテルの建設
 Seda Hotel

• 建設中
• 2023年頃完成予定

仕事

• フィリピン経済発展に伴なう、
オフィススペースへの需要の高
まり

• 高級かつ利便性が高いオフィ
スビルの建設
• 24時間のオペレーション、商
業施設やホテル等との接続を
実現する

• オフィスビルの建設
 ARCA South Corporate
Center
 Innovative Workspace
（9棟のオフィスビルを建設）

• 建設中
• 2023年頃完成予定

出所) アヤラランド ウェブサイト、アヤラランドへの電話ヒアリング

70

PJ No18. ARCA SOUTH – 課題およびソリューション

マカティやBGCに次ぐ新たなビジネス都市の開発を目指す。
アヤラランドが建設しており、基本的な建物は2023年頃に完成予定（2/2）
課題およびソリューション
街が抱える課題

商業

公園

• 生活の利便性追求
• ワークライフバランスの維持

• 緑地の不足

ソリューション

• 350以上のお店が入るモール
を建設
• 高級ブランドから日用品まで
幅広く提供

• 公園やプロムナードの建設

プロジェクトの例
• モールの建設
 Ayala Mall Arca South
 Life Style Destination Arca
South
 AANI Outdoor Market
緑地の建設
 Urban promenade
 Central Event Area
 Interactive Family Park
 Fitness Park

プロジェクトのステータス

• 建設中
• 2023年完成

• 建設中
• 2023年以降に完成予定

出所) アヤラランド ウェブサイト、アヤラランドへの電話ヒアリング
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PJ No18. ARCA SOUTH – ステークホルダー

プロジェクトの大部分をアヤラランドが開発。交通関連インフラの一部は運輸通信省が調
達するプロジェクトをアヤラランドが受注し、同社が建設する
プロジェクトのステークホルダー

民間企業

公的機関

投資比率

運輸通信省
（DOTC)

アヤラランド

一部

大部分
（民間主導）

分野

交通関連
インフラ

役割

プロジェクト

• バスターミ
ナルの建設

• South Integrated Transport
System (ITS)
 DOTCの調達に対してアヤラランドが
応札・受注

住宅

• アヤラ系コンドミニアム
 Arbor Lanes、The Veranda 等

宿泊

• アヤラ系ホテル
 Seda Hotel

仕事
商業
公園

• マスタープラ
ンの作成か
ら建設まで
アヤラランド
が実施

• アヤラ系オフィスビル
 ARCA South Corporate Center 等
• アヤラ系モール
 Ayala Mall Arca South 等
 Urban promenade 等

出所) アヤラランド ウェブサイト、アヤラランドへの電話ヒアリング
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PJ No19. Evo City – プロジェクト概要

アヤラランドがカビテ（マニラ首都圏外）におけるビジネス都市の開発を目指す
プロジェクトの概要
プロジェクト名

マスタープラン

• エボシティ

開発対象地域 • ルゾン、カビテ
事業時期

• 2017年にプロジェクト開始
（一部住宅地は2020年にオープン予定）

開発規模

• 236 ヘクタール

コンセプト

• アイデアと現代的な機能性の融合がコンセプト。商業施設、住
宅、娯楽施設を兼ね備えたオフィス街を開発

背景

• カビテには、マニラ首都圏にあるマカティやボニファシオグローバルシ
ティのような近代都市が存在しない
• このような近代的なビジネス都市の開発をカビテで実現する

目的

• 高速道路 Manila-Cavite Expressway (CAVITEX)により
マニラ首都圏へのアクセスがよい都市を開発
• 商業施設、工業団地および住宅地等を開発
• 水処理システムおよび交通システムの導入、エネルギー効率の
向上（電力効率が高く環境に優しいオフィスビル（LEED認
定）の開発等）、地域経済の発展を目指す

重点分野
予算
開発主体

• エネルギー、モビリティ、水、セキュリティ等
• NA
• アヤラランド

AYALA
SUPERBLOCK

マスタープラン

FAR8：
HIGH DENSITY COMMERCIAL
／RESIDENTIAL USE／
INSTITUTIONS

FAR4-6
MID DENSITY COMMERCIAL
／RESIDENTIAL USE／
INSTITUTIONS

FAR 4-8：
MID DENSITY COMMERCIAL
USE

FAR1-4：
LOW to MID DENSITY
RESIDENTIAL USE／FLEX AREA

FAR1：
LOW DENSITY RESIDENTIAL
USE

出所) アヤラランド ウェブサイト
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PJ No19. Evo City – 課題およびソリューション

ソーラーパネルの敷設、LEED認証ビルの建設、遊水地の整備による洪水の軽減・回避等
によりスマートシティの開発を行う
課題およびソリューション
街が抱える課題

ソリューション

プロジェクトの例

住宅

• インフラの未整備等による快
適な居住空間の不足
• カビテ近郊の更なる経済成
長

• 都会的な居住空間（整備さ
れた道路、充実したアメニティ、
洗練されたデザイン等）の提
供
• ショッピングモール等日々の生
活に必要な施設からアクセス
のよい場所に建設

複合施設

• 日常生活で必要な施設
（モール、学校、教会等）へ
のアクセスの悪さ
• 経済発展に伴う環境問題
• 複合施設の不足

• モビリティの向上
• 交通機関、BPO向けオフィス、 • 複合施設の建設
ホテルの整備・建設
 Ayala Mallの建設
• ソーラーパネルの敷設、
（オフィス、ホテルを含む）
LEED認証ビルの建設

• 都市化による緑地の不足
• 頻発する洪水被害

• 緑地・公園の整備
• 水路の整備
• 遊水地の整備による洪水の
軽減・回避

公園

• 住宅地の建設
 The Residencesの建設
 規模： 215,163 sqm
 区画数：760
（Phase 1 の区画数：395）

•





公園および遊水地の整備
Entrance Park
Plaza
Linear Park
PARKETTES

プロジェクトのステータス

• 建設中（Phase 1は2022年、
Phase 2は2023年に引渡開始予
定）

• モール： 建設中（2022年完成
予定）
• オフィス：計画中
• ホテル：計画中

• 計画中
（2024年完成予定）

出所) アヤラランド ウェブサイト、アヤラランドへの電話ヒアリング
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PJ No19. Evo City – ステークホルダー

アヤラランドが開発を主導。プロジェクトの敷地にはアヤラ系の住宅、ホテル、オフィスビル、
商業施設等が建設される予定
プロジェクトのステークホルダー
投資比率

分野

役割

プロジェクト

• アヤラ系住宅地
 The Residences 等

民間企業

住宅

アヤラランド

NA
（民間主導）

複合施設

公園

• マスタープラ
ンの作成か
ら建設まで
アヤラランド
が実施
• 住宅地やビ
ル等はアヤ
ラ系の企業
が建設・運
営

• アヤラ系ホテル

• アヤラ系オフィスビル

• アヤラ系モール
 Ayala Mall 等

 公園

出所) アヤラランド ウェブサイト、アヤラランドへの電話ヒアリング
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参考：アヤラグループについて

アヤラコーポレーションはフィリピン最大の財閥である。
傘下には不動産、銀行、通信を含む様々な企業を有する
Corporate Overview

Business Contribution to Revenue
Power
Generation

Financial
Service &

Company
Information

Year Established

1968

Office Address

34/F, Tower One and Exchange Plaza, Ayala
Triangle, Ayala Avenue, Makati City

Management

Jaime Zobel de Ayala, Chairman & CEO

Main Businesses

Real Estate, Banking, Telecommunications, Water
Utilities, Power, Infrastructure, Industrial
Technologies

Family

Zobel de Ayala Family

Foreign
Partnerships

Mitsubishi Corp. (Ayala Corp)
Singapore Telecom International Pte. Ltd (Globe)

Total Assets
(in Mill. PHP)

Financial
Information
(as of Dec.
2018)

Water Infra
6%

Autos and
Others

Telecome

PHP 302
Billion

Electronics
23%

Shareholders structure (% Ownership)

1,197,926
Mitsubishi Corporation (Japanese)
9%

Total Liabilities (in
Mill. PHP)

728,817

Total Equity
(in Mill PHP)

469,108

Gross Revenue (in
Mill PHP)

302,490

Net Income
(in Mill PHP)

55,065

Net Profit Margin

18.2%

Return on Assets

4.6%

Return on Equity

11.7%

Real Estate &
Hotels
54%

Mermac owned by
Zobel de Ayala
Family.
Mermac, Inc
50%

PCD Nominee
Corporation (Filipino)
13%

Note: PDC acts as
trustee-nominee for
all shares lodged in
the PCD system.
出所） Company Website, Financial Report 2018, Annual Report 2018
PCD Nominee Corporation
(Non-Filipino)
28%
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参考：アヤラグループについて

アヤラランドはアヤラコーポレーション傘下の不動産系企業である。中央証券保管機構
（PCD）が管理する株を除いては、アヤラコーポレーションが筆頭株主である
Ayala Corporation

Real
Estate

Ayala
Land
- 46%
Ayala
Corp.
- 38%
PCD
Nominee
Corporatio
n (NonFilipino)
- 14%
PCD
Nominee
Corporatio
n (Filipino)

Banking

Telecom

Bank of
the
Philippine
Islands

Globe
Telecommu
nications

- 31%
Ayala
Corp.
- 20%
Liontide
Holdings
INC
-7.1%
RCAM
- 2.1%
Michigan
Hold.

-51%
Asiacom
Philippines,
Inc
- 20%
Singapore
Telecom
Int'l. Pte.
Ltd.
- 13%
Ayala Corp.

Water
Utilities

Manila
Water
- 35%
Ayala
Corp.
- 16%
Philwater
Holdings
Company
INC.

Power & Infra

AC
Energy
- 100%
Ayala
Corp.

AC Infra
- 100%
Ayala
Corp.

Social infra

Industrial Tech

AC
Industrials

AC
Automotive

- 100%
Ayala
Corp.

- 100% AC
Industrial
Technology
Holdings,
Inc.

Integrated
MicroElectronics
Inc.

HCX
Technology
Partners,
INC.

- 52% AC
Industrials
PCD
- 23%
Nominee
Corporatio
n (NonFilipino)
- 13%
Resins
Incorporat
ed

- 100%
Ayala Corp.

AC Health
- 100%
Ayala
Corp.

AC
Education
- 100%
Ayala
Corp.

Note: PDC acts as trustee-nominee for all shares lodged in the PCD system.
出所） Company Websites, Financial Report 2018
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Myanmar PJ No.20-21
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PJ No20. Thilawa Garden City – プロジェクト概要

Thilawa Garden Cityプロジェクトは生活の質の向上のための統合された住宅と商業エ
リア開発を目指している
マスタープラン

プロジェクト概要
Name
Area
Timeframe
Scale

•
•
•
•
•

Concept
•
•
Background

•
•

Objective

•
•

Development
•
aspect
Budget
•
Responsible
authority

•

Thilawa Garden City
Thilawa SEZ, Myanmar
NA
350,000 sq. m., located within Thailawa Special
Economic Zone
Develop Thilawa Garden City as a integrated
residential and commercial project in Thilawa, and
thereby attract local and international investments
Integration of smart technologies for public facilities
and, greater and faster connectivity

Thilawa SEZ

Thilawa Garden is envisaged to include commercial
and residential properties such as hotels and service
apartments, among others
Provide smart solutions in the waste water treatment,
internet connectivity and green landscape
Located between main access corridor to Thilawa
SEZ and Thilawa Reservoir, a prime location
Develop integrated residential and commercial area
Focuses on integration of smart technologies for
centralized sewage treatment, high speed fibre
internet
Real estate, Living
NA
Thilawa Property Development, which is joint venture
between Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public
Limited and Thilawa SEZ Management Committee
出所） Myanmar Thailawa SEZ Holdings website
Link: https://www.mtshmyanmar.com/
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PJ No20. Thilawa Garden City – 課題とソリューション

本プロジェクトは住宅および商業エリアの複合利用を想定している
テーマごとの課題とソリューション
都市の課題

ソリューション・コンセプト

プロジェクトの例

プロジェクトのステータス

Develop mixed use integrated
residential and commercial area
including the following:
•

Living

•

Area now under Thilawa
SEZ was originally
populated by local
residents and lacked
residential and commercial
spaces required for an
industrial park such as
residential spaces, office
complex, hotels and retail
space
Further, there is poor
power supply, water
supply and sewage
facilities

•

Develop residential and
commercial spaces, and
supporting infrastructure
(Power/ Water Supply
and Sewage facility) .

•

Hotels

•

Condominium

•

Service apartments

•

Workers accommodation/
Housing complex

•

Villas

•

Office towers

•

Retail spaces - retail shops,
restaurants, food court, anchor
stores, supermarket, shopping
mall

•

School

•

Bank

•

Hospital

•

Electricity supply

•

Water treatment plant

•

Under-development

出所） Myanmar Thailawa SEZ Holdings website
Link: https://www.mtshmyanmar.com/
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PJ No20. Thilawa Garden City –プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

Thailawa Property Developmentが開発を主導している
プロジェクトのステークホルダー

Thailawa
Property
Development
Limited (TPD)

Myanmar Thailawa
SEZ Holdings
Public Limited

80%

Thilawa SEZ
Management
Committee

20%

Myanmar Japan
Partner
Thilawa
Development
Organizati
(MJTD)
Limited
on

Investment
proportion

Myanmar Thailawa
SEZ Holdings Public
Limited
MMS Thilawa
Development Co.
Ltd.*
Thilawa SEZ
Management
Committee
Japan International
Corporation Agency
Partners (Super
Hotel, Max and
Myint Myat Htut
Khaung, KBZ
Bank)

41%
39%

10%

Function

•

Develop, construct, market/
promote, lease/ operate
Residential and Commercial Area
in Thilawa SEZ

•

Mobilize resources within
timelines

•

Monitor & review quality control
related matters

•

Attract domestic & foreign
investors/ end users

•

Collect user charges

•

Operation of Residential and
Commercial Area

10%

Projects

•

Develop residential and
commercial area including hotels,
condominiums, service
apartments, workers
accommodation, villas, office
towers, retail spaces, school,
bank, hospital

•

Provide supporting infrastructure
- power supply, water supply
and sewage facilities

*MMS Thilawa Development Co. Ltd. Is equally owned by Mitsubishi Corporation, Marubeni Corporation and Sumitomo Corporation. MJTD is responsible for development of industrial
zone and TPD is responsible for residential & commercial sectors

出所） Myanmar Thailawa SEZ Holdings website
Link: https://www.mtshmyanmar.com/437
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PJ No21. Yoma Central Project - プロジェクト概要

Yoma Centralプロジェクトは現地人、観光客、ビジネスにおいて生活の質を向上させるた
めの複合開発を目指している
プロジェクト概要
Name
Area
Timeframe
Scale

• Yoma Central Project
• Yangon, Myanmar

マスタープラン
Yangon City

• 2017 – 2021

• 40,468 sq.m
• Develop Yoma Central as a integrated real project
in Central Business District of Yandon, and attract
Concept
local and international investments
• Yoma Central is envisaged to include real estate
components including luxury residences, office
towers, service apartments, retail spaces, business
hotel & parking facilties.
Background • Yoma Central is one of the largest foreign direct
investment in Myanmar's real estate sector and is
being developed in collaboration with several
international corporations and financiers such as
Mitsubishi Corporation, among others
• To develop various real estate components to
cater to the demands businesses, locals & tourists,
Objective
thereby bridge the demand-supply gap in real
estate in Yangon

Developme
• Real Estate (township), Living
nt aspect
• US$700 mn
Budget
• Meeyahta Development Ltd (Joint venture of Yoma
Responsible
Strategic Holdings, First Myanmar Investment,
Mitsubishi Company, Asian Development Bank and
authority
International Finance Corporation)

出所） Yoma Strategic Holdings website
Link: https://www.yomastrategic.com/

82

PJ No21. Yoma Central Project – 課題とソリューション

本プロジェクトは高級住宅、サービスアパートメント、小売りのスペースとオフィスタワーの複
合利用施設の開発を進めている
テーマごとの課題とソリューション
都市の課題
•

•

•

Living
•

•

Supply – demand
mismatch of office space
with annual rental in
Yangon being one of the
world’s most expensive
Lack of office space
coupled with influx of
foreign companies with
large workforces
Limited supply of retail
space: 100% occupancy
in Myanmar Plaza in
Yangon
Influx of tourists and
investments has helped to
spur the growth of a
middle class. Thereby,
driving the demand for
retail space & service
apartments
Shortage of for large scale
residential development

ソリューション・コンセプト

プロジェクトの例

プロジェクトのステータス

Develop mixed use integrated real
estate project housing the
following:
•

•

Develop mixed use
project, that offers retail
space, offices & serviced
apartments
Development of
complementary
infrastructure would
create strong attraction
for local people &
international businesses.

•

112 units of Peninsula-branded
luxury residences – to be sold
to select individuals

•

Office towers – 2 buildings

•

100 units of Service
apartments

•

Retail podium - retail,
restaurants, food court, anchor
stores, supermarket

•

Business hotel – 270 rooms

•

Car parking for 1,253 parking
spaces

•

Under-development

出所） Yoma Strategic Holdings website
Link: https://www.yomastrategic.com/
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PJ No21. Yoma Central Project -プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

Meeyahta Developmentが開発を主導している
プロジェクトのステークホルダー

Yoma Strategic
Holdings
First Myanmar
Investment
Company Ltd.
Mitsubishi Company

•

Plan, appraise, approve, release
funds, manage, operate &
maintain Yoma Central Project

•

Mobilize resources & finances
within timelines

•

Monitor & review quality control
related matters

•
•

12%

30%

12%

International
Finance Corporation

5%

Partners
(BTJV Myanmar
Company*)

Function

Projects

48%

Asian Development
Bank

Partner
Organizati
on

Meeyahta Development Ltd
(Joint Venture Organization)

Investment
proportion

•

•

Develop 112 units of peninsulabranded luxury residences

•

Develop 2 buildings of office
towers

Attract domestic & foreign
investors/ end users

•

Develop 100 units of service
apartments

Collect user charges

•

Provide retail podium – retail
stores, restaurants, food court,
anchor stores, supermarket

•

Develop business hotel with 270
rooms

Building contractor/ developer Civil, structural, architectural,
mechanical, electrical, plumbing
& heritage works

*Joint venture between Dragages Singapore Pte Ltd (subsidiary of Bouygues Construction) and Taisei Corporation (Japan’s largest building construction and civil engineering company)
出所） Yoma Strategic Holdings website
Link: https://www.yomastrategic.com/
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India PJ No.22-29

85

PJ 22. Agra Smart City Project - 概要

Agra Smart Cityはインドの遺産・観光地としての側面を強化することを目指している
プロジェクト概要
Name
Area

• Agra Smart City Project

マスタープラン
Agra City

• Agra, Uttar Pradesh, India

Timeframe • 2015 – onwards
87,000,000 sq.m (pan city) and concentrated near
Taj Mahal (91,05,427 sq.m)
• Agra development as tourism hub coupled with
Concept
socio-economic development of local population
• Agra Smart City is a part of Smart Cities Mission,
an urban renewal, retrofitting, and extension
Backgroun
program of Government of India with mission of
d
improving the infrastructure and quality of living
offered by cities

Scale

Objective

•

• Attract tourists and improve quality of life of local
residents
• Develop infrastructure, experiences, livelihood
opportunities, and green initiatives to improve
citizen and tourist experience
• Pan-city plan leverages smart solutions for
infrastructure improvement and services delivery to
citizens

Developme • Tourism, economy mobility, real estate and urban
infrastructure
nt aspect
• US$310 mn
Budget
• Ministry of Housing and Urban Affairs
Responsibl
• Government of Uttar Pradesh
e authority
• Agra Nagar Nigam

Area 1: Taj Mahal, Taj Ganj and area near inner ring
road
Area 2: Agra Fort and areas near Itmad-ud-Daula
Area 3: Agra Fort, Jama Masjid and old city Bazar area
Area 4: Trans-Yamuna Area
In addition, Pan city projects are related to waste
management and urban mobility
出所） Agra Smart City website
Link: http://agrasmartcity.in/
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PJ 22. Agra Smart City Project - 課題とソリューション

本プロジェクトは観光地の再開発、テクノロジーを利用して混雑を緩和する都市モビリティ、
生活の質の向上に注力している
課題とソリューション
都市の課題
•

Economy

•

•
•

Living
•

Deteriorating conditions
and fading aesthetic
appeal of monuments
Economy heavily
dependent on tourism,
which is subject to
business cycles and global
economic scenario
Lack of accommodation
for increasing population
Poor hygiene and
sanitation: Municipal
waste is collected from
community-bins and
disposed at landfill
Poor water management
and lower per capita
supply of water

ソリューションのコンセプト
•

•

•

•
•

プロジェクトの例

Redevelop/ renew
tourism sites and
promote lesser known
monuments
Create skill development
centres in the city

•

Construct affordable
living zone and related
facilities to promote
community’s life quality
Improve water supply
Develop waste treatment
plan

•

•

•
•
•
•

•

Mobility

•

•

Poor share of public
transport (4%)
Lack of pedestrian
infrastructure such as
footpaths
Road traffic congestion

•

•

Improve public
transportation and
pedestrians walk ways
Develop IT enabled traffic
control system

•

プロジェクトのステータス

Heritage and Cultural Tourism
Improvement
Sustainable Livelihood
Improvement – Development
of micro-skill development
centers and street vending
zones

•
•

Completed
Completed

Infrastructure Improvement 24x7 water supply, sewerage
network development and
rainwater harvesting pits
Revitalization of green spaces
Smart Municipal Waste
Management System
Social Equity Development

•
•
•
•

Under-development
Completed
Under-development
Under-development

Urban Mobility Improvement
with footpaths, multi level car
parking and non-motorised
transport
Development of Automatic
Vehicle Locating system, bus
scheduling system, integrated
mobility app, hybrid buses and
traffic control system

•
•

Under-development
Under-development

出所） Agra Smart City website
Link: http://agrasmartcity.in/smart.aspx?smtid=10
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PJ 22. Agra Smart City Project - プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

Agra Smart Cityでは、政府公共が計画を推進し、
一部民間企業が投資・開発・運用・管理などを行う
プロジェクトのステークホルダー

Private
Organization

Public Organization

Function
National
Government
(Ministry of
Housing and Urban
Affairs)
State Government
(Government of
Uttar Pradesh)

Urban Local Body
(Agra Nagar
Nigam)

Special
Purpose
Vehicle
(SPV)

Projects

•

Approve and sanction projects
including technical appraisal

•

Redevelopment of tourists sports

•

Mobilize resources within timelines
Overview capacity building activities

•

•
•

Monitor and review quality control
related matters

Development of Micro-skill
development centres, street vending
zones

Collect user charges, taxes,
surcharges etc

•

•

100% of roads with footpaths,
development of Multi Level Car
Parking

•

Incorporate joint ventures,
subsidiaries and enter into public
private partnerships, contracts for
implementation of projects

•

•

Broadly, SPV will plan, appraise,
approve, release funds, manage,
monitor and evaluate smart cityrelated projects

Development of Automatic Vehicle
Locating system, bus scheduling
system, ONE AGRA mobility app,
hybrid buses, traffic control system
and IT based traffic law enforcement

•

24x7 water supply, sewerage
network development, rainwater
harvesting pits

•

Revitalization of green spaces

•

Smart Municipal Waste Management
System

•

Slum redevelopment, In-situ house
up-gradation, development of
affordable houses

Partners
(Vinod Enterprise, M.G.
Constructions, Radhika
- RPG – AARPEE Infra
(JV), Bharat Electronics
Ltd (BEL) in JV with
ILandFS, Synergy)

•

Invest / develop / operate / maintain
projects under Agra Smart City

出所） Agra Smart City website and Smart City Mission guidenlines
Link: http://agrasmartcity.in/smart.aspx?smtid=11
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PJ 23. Ahmedabad Smart City Project - 概要

本プロジェクトはアーメダバードをICTを利用した近代主要都市とするために、
高度なモビリティ・ソリューションに注力している
プロジェクト概要
• Ahmedabad Smart City Project
Name
• Ahmedabad, Gujarat, India
Area
Timeframe • 2015 – onwards
• 464,000,000 sq.m (pan city) with projects in area
Scale
based development in 2,387,647 sq.m
• Development of Ahmedabad as ICT enabled Urban
Metropolis with special focus on public mobility
Concept
solutions
• Ahmedabad Smart City is part of Smart Cities
Mission, an urban renewal, retrofitting, and
Backgroun
extension program of Government of India with
d
mission of improving the infrastructure and quality
of living offered by cities

Objective

• To improve public transportation system and
promote use of public transport
• To monitor, act and evaluate all public services
using ICT solutions
• Pan-city plan leverages smart solutions for
infrastructure improvement and services delivery to
citizens

Developme
• Mobility, ICT, energy
nt aspect
• US$252 mn
Budget
• Ministry of Housing and Urban Affairs
Responsibl
• Government of Gujarat
e authority
• Ahmedabad Municipal Corporation

マスタープラン
Ahmedabad City

Wadaj region focus of area based
development projects

Area based development projects include transit
oriented zone for urban mobility and redevelopment of
slum areas
Pan city projects are related to smart transit systems,
smart utilities, and command & control center

出所） Ahmedabad Smart City Mission website and Proposal Document
Link: https://ahmedabadcity.gov.in/portal/jsp/Static_pages/pi_smartcity.jsp
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PJ 23. Ahmedabad Smart City Project – 課題とソリューション

本プロジェクトは主要都市の課題をテクノロジーを利用して解決することを目指している
課題とソリューション
都市の課題

•

Living

•

Insufficient in urban
infrastructure to cater to
growing demands
Lack of accommodation for
increasing population,
majorly affordable
accommodation

ソリューションのコンセプト

•

•

Environment friendly
initiatives to solve urban
infrastructure problems
Construct affordable living
zone and facilities to
promote community’s life
quality

プロジェクトの例
•

•

•
•

Mobility

•

Declining ridership on
public transportation
Underutilization of bus
services, poor route
planning, lack of advertised
schedules, inconsistent
cash collection in buses

•
•

Improve public
transportation and
pedestrians walk ways
Develop IT enabled
solution in public
transport

•

•
•

ICT

Management of various
public services including
traffic management,
emergency response
system, surveillance, and
grievance redressal

•

Monitor and control public
services through a single
Command & Control
Centre

•

プロジェクトのステータス

Upgrade infrastructure with
smart features such as solar
energy generation, waste
segregation systems, smart
metering, wifi hotspots, and
energy efficient street lighting
Redevelopment of Wadaj
slum with residential housing
and allied development

•
•

Under-development
Under-development

Development of Transit
Oriented Zone (TOZ) in Wadaj
through intermodal hub and
utility network
Integrated transit
management platform with
mobile based app trip planning,
tracking and automatic vehicle
location system
Intelligent Traffic
Management System

•
•
•

Under-development
Completed
Completed

Development of Command &
Control Centre with unified
station to manage service
operations, city wide optical
fibre cable network and CCTV
surveillance

•

Completed

出所） Ahmedabad Smart City Mission website and Proposal Document
Link: https://ahmedabadcity.gov.in/portal/jsp/Static_pages/pi_smartcity.jsp
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PJ 23. Ahmedabad Smart City Project – プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

政府公共が計画を推進し、一部民間企業が投資・開発・運用・管理などを行う
プロジェクトのステークホルダー

Private
Organization

Public Organization

Function
National
Government
(Ministry of
Housing and Urban
Affairs)
State Government
(Government of
Gujarat)
Urban Local Body
(Ahmedabad
Municipal
Corporation)

Partners
(Telecom Operators
- Reliance/
Vodafone/ BSNL,
NEC Technology)

Special
Purpose
Vehicle
(SPV)

Projects

•

Approve and sanction projects
including technical appraisal

•

Mobilize resources within timelines

•

Overview capacity building activities

•

Monitor and review quality control
related matters

•

Collect user charges, taxes,
surcharges etc

•

Incorporate joint ventures,
subsidiaries and enter into public
private partnerships, contracts for
implementation of projects

•

•

Broadly, SPV will plan, appraise,
approve, release funds, manage,
monitor and evaluate smart cityrelated projects

Invest / develop / operate / maintain
projects under Ahmedabad Smart
City

•

Redevelopment of Wadaj slum,
especially residential and ancillary
infrastructure

•

Development of Transit Oriented
Zone (TOZ) in Wadaj (inter-modal
hub)

•

Development of integrated transit
management platform

•

Development of common card
payment system

•

Development of command & control
centre and optical fibre cable
network

•

Infrastructure with smart features
such as solar energy generation,
waste segregation, rain water
harvesting, smart metering, wifi
hotspots, cycle tracks, smart
parking, energy efficient street
lighting and surveillance cameras

出所） Ahmedabad Smart City Mission website and Proposal Document
Link 1: https://ahmedabadcity.gov.in/portal/jsp/Static_pages/pi_smartcity.jsp
Link 2: http://smartcities.gov.in/content/
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PJ 24. Indore Smart City Project - 概要

Indore Smart Cityプロジェクトはモビリティ、公共サービスの提供、公共のWi-fiホット
スポットを通じて生活の質を向上することを目指している
プロジェクト概要
• Indore Smart City Project
Name
• Indore, Madhya Pradesh, India
Area
Timeframe • 2015 – onwards
• 276,000,000 sq.m (pan city) with projects in area
Scale
based development in 3,002,770 sq.m
• Development of Indore as a ICT enabled Centre,
with focus on overall development of Urban
Concept
Infrastructure
• Indore Smart City is a part of Smart Cities Mission,
an urban renewal, retrofitting, and extension
Backgroun
program of Government of India with mission of
d
improving the infrastructure and quality of living
offered by cities
• To monitor, act and evaluate all public services
using ICT solutions
• To improve basic urban infrastructure in terms of
water, power, security, transportation, health and
Objective
education
• Pan-city plan leverages smart solutions for
infrastructure improvement and services delivery to
citizens
Developme • Mobility, economy, social, urban infrastructure and
ICT
nt aspect
• US$679 mn
Budget
• Ministry of Housing and Urban Affairs
Responsibl
• Government of Madhya Pradesh
e authority
• Indore Municipal Corporation

マスタープラン
Indore City

Area based development projects focus on
Rajwada, MoG Line and Cloth Market areas

Area based development projects include solid waste
management system, smart metering health and education
infrastructure and redevelopment of riverfront
Pan city projects are related to intelligent transport system,
intelligent waste management system and command & control
center

出所） Indore Smart City and Smart City Mission website
Link: https://www.smartcityindore.org/
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PJ 24. Indore Smart City Project – 課題とソリューション

本プロジェクトは都市モビリティと公共サービスの管理に関して
ICT活用することを計画している
課題とソリューション
都市の課題
•

Mobility
•
•

ICT

Social

•

•

Living

•

10% growth in private
vehicles has led to traffic
congestion and
deteriorating air quality
Poor services of public
transport
Management of various
public services such as
waster management and
emergency response
system, among others

Lack of education and
healthcare infrastructure

Only 50% of population
have access to sewerage
network
Increasing cost of water
due to water transportation
from Narmada river

ソリューションのコンセプト

プロジェクトの例

Develop IT enabled
traffic control system
Improve public
transportation and
pedestrians walk ways

•

Monitor and control all
public services through
Central Command &
Control Centre

•

•

Develop health and
education infrastructure

•

•

Implement solid waste
management solution
Improve power and
water supply
Improve basic urban
infrastructure in terms
of Safety and Security

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

Economy

•

Lack of entrepreneurship
development centres

•

Develop youth-oriented
education and skill
development centres

•

プロジェクトのステータス

Intelligent Transport System
(ITS) including automated traffic
control system, among others
Development of roads and novehicle zones

•
•

Planned
Under-development

Central Command & Control
Centre for ICT enabled public
services
IT Connectivity and IT Enabled
Government services

•
•

Under-development
Under-development

Wi-Fi hotspots with smart
classrooms and healthcare
facilities

•

Completed

Integrating solid waste
management system
Developing single command &
control centre
Smart grid with smart meters
for power and water supply
Efficient street-lighting system
and surveillance
Redevelopment of riverfront

•
•
•
•
•

Under-development
Completed
Planned
Under-development
Under-development

Develop incubation centre and
skill development centre

•

Completed

出所） Indore Smart City and Smart City Mission website
Link: https://www.smartcityindore.org/
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PJ 24. Indore Smart City Project – プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

政府公共が計画を推進し、一部民間企業が投資・開発・運用・管理などを行う
プロジェクトのステークホルダー

Private
Organization

Public Organization

Function

National Government
(Ministry of Housing
and Urban Affairs)

State Government
(Madhya Pradesh Urban
Development Company,
Government of Madhya
Pradesh)
Urban Local Body
(Indore Municipal
Corporation)

Partners
(Essel Infra, Larsen and
Toubro, Hewlett
Packard Enterprise,
Mahindra & Mahindra,
BSNL)

Special
Purpose
Vehicle
(SPV)

Projects

•

Approve and sanction projects
including technical appraisal

•

Mobilize resources within timelines

•

Overview capacity building activities

•

Monitor and review quality control
related matters

•

Collect user charges, taxes,
surcharges etc

•

Incorporate joint ventures,
subsidiaries and enter into public
private partnerships, contracts for
implementation of projects

•

•
•
•

•
•
•

Broadly, SPV will plan, appraise,
approve, release funds, manage,
monitor and evaluate smart cityrelated projects

•
•
•
•

•

•
•

Invest / develop / operate / maintain
projects under Indore Smart City

•
•
•

Automated Traffic Control System
Real-time Fleet Management System
Sensors and hardware for
management and collection of transit
fares
Central Command & Control Centre
Setting up of 6 incubation centres
and skill development centres
Provision of free Wi-Fi hotspots and
smart classrooms in high-schools
Development of healthcare facilities
Intelligent Solid Waste Management
Setting up of public Wi-Fi Hotspots
Introducing smart power grid and
replacement of existing meters with
smart meters
Improvement of roads, creation of
no-vehicle zone in traditional
markets and smart parking
Energy efficient street-lighting
system, surveillance and traffic
monitoring cameras
Redevelopment of Riverfront - Green
zone, BRTS, foot over bridges
Solid Waste Management Project
Water: Introducing smart meters

出所） Indore Smart City and Smart City Mission website
Link: https://www.smartcityindore.org/stakeholders-board-committee/
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PJ 25. Bhopal Smart City Project - 概要

Bhopal Smart Cityプロジェクトは低価格帯の住宅供給と効率の良いEGovernanceサービスの提供を通じて生活の質を向上させることを目指している
プロジェクト概要
Name
Area

• Bhopal Smart City Project

マスタープラン
Bhopal City

• Bhopal, Madhya Pradesh, India

Timeframe • 2015 – onwards
• 285,900,000 sq.m (pan city) with projects in area
based development in 1,384,026 sq.m
• Redevelopment and rehabilitation of Bhopal as a
Urban Centre with focus on overall development of
Concept
Urban Infrastructure and ICT based solutions
• Bhopal Smart City is a part of Smart Cities Mission,
an urban renewal, retrofitting, and extension
Backgroun
program of Government of India with mission of
d
improving the infrastructure and quality of living
offered by cities
• To improve basic urban infrastructure in terms of
housing, power, security and transportation
• To monitor, act and evaluate all public services
using ICT solutions
Objective
• Pan-city plan leverages smart solutions for
infrastructure improvement and services delivery to
citizens

Scale

Developme
• Mobility, ICT, Living
nt aspect
• US$381 mn
Budget
• Ministry of Housing and Urban Affairs
Responsibl
• Government of Madhya Pradesh
e authority
• Bhopal Municipal Corporation

Area based development projects focus
on Tatya Tope Nagar area

Area based development projects include affordable housing,
intelligent traffic management system, solid waste management
system and smart metering
Pan city projects are related to intelligent street lighting
system, e-Governance platform and command & control center

出所） Bhopal Smart City and Smart City Mission website
Link: https://smartbhopal.city/en
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PJ 25. Bhopal Smart City Project - 課題とソリューション

本プロジェクトは低価格帯の住宅供給と効率の良いE-Governanceサービスの提供を通
じて生活の質を向上させることを目指している
課題とソリューション
都市の課題
•

Mobility

High vehicle density:
Rising travel demands
coupled with poor public
transportation are leading
to traffic congestions

ソリューションのコンセプト
•
•

Promote non-motorised
transport
Improve pedestrians walk
ways

プロジェクトの例
•
•
•

•

Living

•

•

Lack of accommodation for
increasing population,
majorly affordable
accommodation
Core infrastructure lacks
integrated facilities such as
sanitation and waste
management
35% population lives in
slums and lacks social
development

•
•
•
•

Introduce housing
development projects
Implement solid waste
management solution
Improve power supply
and sanitation facilities
Improve basic urban
infrastructure in terms of
safety and security

•

•

•
•

•

ICT

Management of various
public services such as
waste water management,
emergency response
system, surveillance, and
grievance redressal

•

Monitor and control public
services through Central
Command & Control
Centre

•

•

プロジェクトのステータス

Development of pedestrian
friendly pathways, no-vehicle
zone, cycle tracks
Intelligent traffic management
system

•
•

Under-development
Completed

Provide greenfield housing
development, including 15%
affordable housing
Power and Energy Efficiency:
100% power supply, smart
metering and energy efficient
street lighting
Intelligent street lighting,
surveillance and SOS, water level
sensors, Wi-Fi, Intelligent
shopping apps
Improve Sanitation including solid
waste management
Development of open spaces and
beautification

•
•
•
•
•

Under-development
Under-development
Completed
Completed
Completed

Integrated Command & Control
Centre
Smart unified e-Governance:
grievance management, city level
GIS, geo-fencing of assets

•
•

Completed
Completed

出所） Bhopal Smart City and Smart City Mission website
Link: https://smartbhopal.city/en
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PJ 25. Bhopal Smart City Project - プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

政府公共が計画を推進し、一部民間企業が投資・開発・運用・管理などを行う
プロジェクトのステークホルダー
Function

Public Organization

National Government
(Ministry of Housing and
Urban Affairs)
State Government
(Madhya Pradesh Urban
Development Company,
Government of Madhya
Pradesh)

Private
Organization

Urban Local Body
(Bhopal Municipal
Corporation)

Partners
(Mailhem Engineers,
American tech company Esri,
Hewlett Packard Enterprise)

Special Purpose
Vehicle (SPV)

Projects

•

Approve and sanction projects including
technical appraisal

•

Development of pedestrian friendly pathways,
no-vehicle zone

•

Mobilize resources within timelines

•

•

Overview capacity building activities

Promotion of non-motorised transport through
development of cycle tracks

•

Monitor and review quality control related
matters

•

•

Collect user charges, taxes, surcharges etc

Provide greenfield housing development with
15% allocation for affordable housing in area
under development

•

Incorporate joint ventures, subsidiaries and
enter into public private partnerships,
contracts for implementation of projects

•

Installation of smart meters and energy
efficient street lighting

•

Installation of Intelligent street lighting,
surveillance and SOS, Wi-Fi

•

Setting up of Integrated Command & Control
Centre

•

Improve Sanitation including introduction of
solid waste management

•

Development of open spaces and
beautification

•

Intelligent traffic management

•

e-Governance initiatives like grievance
management, city level GIS, geo-fencing of
assets

•

•

Broadly, SPV will plan, appraise, approve,
release funds, manage, monitor and evaluate
smart city-related projects

Invest / develop / operate / maintain projects
under Bhopal Smart City

出所） Bhopal Smart City website and Smart City Mission guidelines
Link 1: https://smartbhopal.city/en/about-us
Link 2: http://smartcities.gov.in/content/
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PJ 26. India (Pune Smart City Project)- プロジェクト概要

Pune Smart Cityプロジェクトは
インドにおいてICTを活用した近代主要都市を開発することを目指している
プロジェクト概要
• Pune Smart City Project
Name
• Pune, Maharashtra, India
Area
Timeframe • 2015 – onwards

Scale
Concept
Backgroun
d

•
•

•

Pune Smart City is a part of Smart Cities Mission, an
urban renewal, retrofitting, and extension program of
Government of India with mission of improving the
infrastructure and quality of living offered by cities

•

To improve public transportation system, thereby
promote use of public transport
To monitor, act and evaluate all public services using
ICT solutions
To improve urban infrastructure in terms of water,
power and recreation
Pan-city plan leverages smart solutions for
infrastructure improvement and services delivery to
citizens

•

Objective

331,300,000 sqs.m (pan city) with projects in area
based development in 3,642,174 sq.m
Development of Pune as ICT enabled Urban Metropolis,
with special focus on public mobility solutions and
urban infrastructure

•
•

Developme
• Mobility, economy, ICT, living
nt aspect
• US$344 mn
Budget
•

Ministry of Housing and Urban Affairs

マスタープラン
Pune City

Area based development projects focus
on Aundh-Baner-Balewadi area

Area based development projects include improvement of
public transport, open space creation and riverfront
development and development of start-up hub
Pan city projects are related to intelligent traffic system,
smart metering, web and app based grievance redressal

Responsibl
• Government of Madhya Pradesh
e authority • Pune Municipal Corporation

出所） Pune Smart City and Smart City Mission website
Link: https://punesmartcity.in/about-pscdcl/
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PJ 26. India (Pune Smart City Project)- ソリューション概要

本プロジェクトはスタートアップ・ハブを通じて雇用を創出すること、
モビリティ分野等インフラの改良を進めている
課題とソリューション
都市の課題
•

Mobility

•
•

•

Living
•

•

Economy

Shortage of public
transportation
Poor walking and cycling
infrastructure
No mass rapid transit system
Only 18% share of public
transport
14% of population doesn’t
have access to adequate
water
Only 4% share of open
spaces in total area
Low success rate of start-ups
due to lack of incubators,
accelerators and early-stage
venture capital funds

ソリューションのコンセプト

プロジェクトの例
•

•
•

Improve public
transportation and
pedestrians walk ways
Develop IT enabled traffic
control system

•

•
•
•

•

Improve power and water
supply facilities
Clean rivers and develop
them as attractive
recreational destination

Develop incubation center/
start-up hub to create a
culture of innovation

•
•

•

•
•

ICT

Management and grievance
redressal of various public
services such as emergency
response system across the
city

•

Develop a IT based suite of
citizen services/ egovernance

•
•

プロジェクトのステータス

Improvement of public transport
through electric buses and smart
parking, among others
Intelligent traffic system through
signal synchronization, smart traffic
lights with solar panel and integrated
road asset management system

•
•

Under-development
Under-development

24x7 water supply, smart metering
and sewage treatment
infrastructure
24x7 electricity supply, smart grid
and smart metering infrastructure
Development of open space and
riverfront

•
•

Under-development
Under-development

Start-up hub to create eco-system
for 200 start-ups, which would
further increase job prospects

•

Under-development

Web and app based grievance
redressal and complaint lodging with
respect to government services
ICT based solutions to reduce losses
in electricity distribution
IOT for citizen security: CCTV
coverage and emergency response
system

•
•
•

Under-development
Under-development
Under-development

出所） Pune Smart City and Smart City Mission website
Link: https://punesmartcity.in/about-pscdcl/
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PJ 26. India (Pune Smart City Project)- ステークホルダー

政府公共が計画を推進し、一部民間企業が投資・開発・運用・管理などを行う
プロジェクトのステークホルダー
Function

Public Organization

National Government
(Ministry of Housing and
Urban Affairs)

State Government
(Government of
Maharashtra)

Private
Organization

Urban Local Body
(Pune Municipal
Corporation)

Partners
(Larsen and Toubro, Xylem,
Sensus, Siemens, Wipro,
Hero, Mahindra & Mahindra,
Metrozip, MassTrans)

Special Purpose
Vehicle (SPV)

Projects
•

Improvement of public transport usage
through promotion/ development/
procurement of electric buses, smart parking,
footpaths, non-motorised street, BRT

Overview capacity building activities

•

Monitor and review quality control related
matters

Development of Intelligent Pune Traffic
Systems

•

Setting up of Start-up hub encompassing
~200 start-ups

•

Approve and sanction projects including
technical appraisal

•

Mobilize resources within timelines

•
•
•

Collect user charges, taxes, surcharges etc

•

Incorporate joint ventures, subsidiaries and
enter into public private partnerships,
contracts for implementation of projects

•

Provide 24x7 water supply, smart metering
and sewage treatment, rainwater harvesting
infrastructure

•

Broadly, SPV will plan, appraise, approve,
release funds, manage, monitor and evaluate
smart city-related projects

•

Provide 24x7 electricity supply, smart grid
and metering, solar roof top infrastructure

•

Development of web and app based
grievance redressal and complaint lodging
system with respect to government services

•

Open space creation and riverfront
development

•

Development of ICT based solutions to
reduce losses and generate electricity:

•

Initiate IOT based solutions for security:
CCTV coverage and emergency response

•

Invest / develop / operate / maintain projects
under Pune Smart City

出所） Pune Smart City website and Smart City Mission guidelines
Link 1: https://punesmartcity.in/about-pscdcl/
Link 2: http://smartcities.gov.in/content/
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PJ No.27 Surat Smart City Project - 概要

Surat Smart Cityは再生可能エネルギーや低価格帯の住居を通じて、
インド・グジャラート州における中心都市を開発することを目指している
プロジェクト概要
• Surat Smart City Project
Name
• Surat, Gujarat, India
Area
Timeframe • 2015 – onwards

Scale
Concept
Backgroun
d

•
•

•

•
•
•

Objective

•
•

327,000,000 sq.m (pan city) with projects in area
based development in 8,769,538 sq.m
Development/ retrofitting of Physical Infrastructure,
Social Infrastructure and Mobility by leaving ICT
solutions
Surat Smart City is a part of Smart Cities Mission, an
urban renewal, retrofitting, and extension program of
Government of India with mission of improving the
infrastructure and quality of living offered by cities
To improve public transportation system
To promote innovation through development of startup hub
To monitor, act and evaluate all public services using
ICT solutions
To improve urban infrastructure in terms of housing,
water, power
Pan-city plan leverages smart solutions for
infrastructure improvement and services delivery to
citizens

Developme
• Mobility, economy, ICT, living and urban infrastructure
nt aspect
• US$379 mn
Budget
•

Ministry of Housing and Urban Affairs

Responsibl
• Government of Madhya Pradesh
e authority • Surat Municipal Corporation

マスタープラン
Surat City

Area based development
projects focus on South East
area

Area based development projects include renewable energy
initiatives, water supply management, incubation/ start ups
center, modernization of logistics park and affordable housing,
among others
Pan city projects are related to integration of Surat Municipal
Corporation’s operations, intelligent transit management system
and automated traffic control system
出所） Surat Smart City and Smart City Mission website
Link: https://www.suratsmartcity.com/SmartCityMission/SuratSmartCityMission
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PJ No.27 Surat Smart City Project – 課題とソリューション

本プロジェクトは再生可能エネルギーと、インキュベーションセンターを通じた雇用の創出、モビリティ、
低価格帯の住居供給を進めている
テーマごとの課題とソリューション
都市の課題
•

Mobility

•

•

Living
•

•

Economy

•

Unorganized public transport
system and traffic congestion
Limited walkability due to
encroachment on footpaths
High population influx leading
to collapse of urban
infrastructure (housing, water,
power)
Increase in water and air
pollution due to high
industrial growth
Presence of large the semiskilled/ skilled job seekers
Lack of logistics infrastructure
for trade markets such as
textile

ソリューションのコンセプト
•
•

Improve public
transportation and
pedestrians walk ways
Develop IT enabled traffic
control system

プロジェクトの例
•

•

•
•
•

•
•

Introduce housing
development projects
Up-grade existing water
supply system

Develop incubation center/
start-up hub
Develop develop logistic
park to solve traffic
congestion problem

•

•

•
•
•
•

•

ICT

Management and grievance
redressal of various public
services such as surveillance
across the city

•
•

Develop a IT based suite to
provide citizen services/ egovernance
Develop ERP system

•
•

•
出所） Surat Municipal Corporation website

プロジェクトのステータス

Town planning and development:
smart parking, non-vehicle zones,
footpaths, travellator
Intelligent transit management
system and automated traffic control
system

•
•

Under-development
Completed

Provide affordable housing to
Economically Weaker Sections (EWS)
Water Supply Management: 24 X 7
water supply, rain water harvesting,
recycling waste water
Solar and wind power generation
plants

•
•
•

Under-development
Under-development
Ongoing

Set up of incubation/ start ups
centre to foster innovation
Modernization of logistics park

•
•

Completed
Under-development

•
•
•

Under-development
Under-development
Bid process underway, a
private player has been
selected but contract is
yet to be rolled out
Under-planning
Under-planning

Advanced grievance redressal
system and surveillance network
Centre for effective/ efficient
delivery of civic services
ERP integration of Surat Municipal
Corporation’s operations
Development of SMAC Centre
(IOT, Big Data, Data Analytics) for
effective/ efficient delivery of civic
services
Data Centre and Disaster
Recovery (DCDR):

•
•

Link: https://www.suratsmartcity.com/SmartCityMission/SuratSmartCityMission
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PJ No.27 Surat Smart City Project – 課題とソリューション

本プロジェクトは再生可能エネルギーと、インキュベーションセンターを通じた雇用の創出、モビリティ、
購入可能な価格帯の住居などに注力している
Issues and Solutions by Aspect
Key projects

Mobility

Living

•

Town planning and development: smart

•

travellator
Intelligent transit management system and
automated traffic control system

•

Provide affordable housing to Economically

 parking, non-vehicle zones, footpaths,

 Weaker Sections (EWS)
• Water Supply Management: 24 X 7 water
 supply, rain water harvesting, recycling
•

Economy

•
•

•

ICT

•

•

•

•



waste water
Solar and wind power generation plants
Set up of incubation/ start ups centre to
foster innovation
Modernization of logistics park

Advanced grievance redressal system and
surveillance network
Centre for effective/ efficient delivery of
civic services
ERP integration of Surat Municipal
Corporation’s operations
Development of SMAC Centre (IOT, Big
Data, Data Analytics) for effective/ efficient
delivery of civic services
Data Centre and Disaster Recovery
(DCDR)

Project Status
•
•

Under-development
Completed

•
•
•

Under-development
Under-development
Ongoing

•
•

Completed
Under-development

•
•
•

Under-development
Under-development
Bid process underway, a
private player has been
selected but contract is yet
to be rolled out
Under-planning
Under-planning

•
•

Potential opportunities for
Japanese companies
•

Town planning and
development few areas within
city are at planning stage

•

Affordable housing to
Economically Weaker Sections
for real estate companies
Water Supply Management for
rain water harvesting and waste
water management

•

•

Modernization of logistics park
including development of
transport/ logistic hub on Public
Private Partnership (PPP)
mode

•
•

Advanced grievance redressal
Centre for effective/ efficient
delivery of civic services
Development of SMAC center
especially for Japanese
technology companies
Data Centre and Disaster
Recovery

•
•

Stakeholder

Surat Smart City
Development Limited

出所） Surat Municipal Corporation website
Link: https://www.suratsmartcity.com/SmartCityMission/SuratSmartCityMission103

PJ No.27 Surat Smart City Project – プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

政府公共が計画を推進し、一部民間企業が投資・開発・運用・管理などを行う
プロジェクトのステークホルダー

Private
Organization

Public Organization

Function
National
Government
(Ministry of
Housing and Urban
Affairs)
State Government
(Government of
Gujrat)

Urban Local Body
(Surat Municipal
Corporation)

Partners
(CADAC, IBM,
Reliance-Jio)

Special
Purpose
Vehicle
(SPV)

Projects

•

Approve and sanction projects
including technical appraisal

•

Mobilize resources within timelines

•

Overview capacity building activities

•

Monitor and review quality control
related matters

•

Collect user charges, taxes,
surcharges etc

•

Incorporate joint ventures,
subsidiaries and enter into public
private partnerships, contracts for
implementation of projects

•

•

Broadly, SPV will plan, appraise,
approve, release funds, manage,
monitor and evaluate smart cityrelated projects

Invest / develop / operate / maintain
projects under Surat Smart City

•

Setting up of smart parking, non-vehicle
zones, footpaths and travellator

•

Intelligent Transit Management System,
Automated Traffic Control System to
improve and help agencies such as BRTS,
City Bus, Traffic Police, Fire and
Emergency Services

•

Development of affordable housing for
EWS

•

Provide 24 X 7 water supply, rain water
harvesting, recycling waste water

•

Development of solar and wind based
power generation plants

•

Development of incubation/ start ups
centre

•

Modernization of existing logistics parkRFID enabled systems and battery
operated vehicles

•

Provide advanced grievance redressal
system, smart waste collection system,
air and water quality monitoring system

•

SMAC Centre for effective/ efficient
delivery of 30 civic services

•

Development of ERP for integration of
Surat Municipal Corporation’s operations

出所） Surat Smart City website and Smart City Mission guidelines
Link: https://www.suratsmartcity.com/SSCDL/AboutSSCDL104

PJ No.27 Surat Smart City Project –

Surat Smart Cityは再生可能エネルギーや低価格帯の住居を通じて、
州の中心都市を開発することを目的としている
Discussion purpose

Overview of Questionnaire

• Evaluate the potential of each smart city project
• Identify the potential opportunities and way for JP companies to
obtain them
• Identify future plan of the JP companies which is involved in the
Smart City Project right now (if any)

The questionnaire for primary interview has been divided into 4 sections:
1. Section 1: Overview of Smart City
2. Section 2: Potential of the smart city projects
3. Section 3: Potential opportunities for Japanese companies
4. Section 4: Plan and issues of the Japanese companies in the project

Snapshot of respondents
S.No.

Respondent 1

Name

Designation

Company

Role in Surat Smart City

Confidential
(Requested not to be
named)

Professional at Smart City
Mission

Smart Cities Mission,
Ministry of Housing & Urban
Affairs

Government

Respondent 2

Mr. Dhwanit Patel

Senior Consultant

IBM India Pvt. Ltd.

Project Management

Respondent 3

Mr. Biren Dalal

Team & Delivery Leader Urban Infrastructure

Tata Consulting Engineers
Limited

Project Management

Respondent 4

Mr. Anurag Gupta

Project Manager

ARS Traffic & Transport
Technology, Netherlands

Project Implementation

Associated Project
•

All projects (in capacity of
National Govt – Smart City
Mission, Representative)

•

PMC for key IT projects
(ERP system
implementation, Intelligent
Parking Management
System, Surat Money Card)

•

PMC for Waste Treatment,
Pollution Control, Smart
Road and Skywalk projects

•

System integrator for
Intelligent Transport
Management System and
Integrated Traffic Control
System
出所） Primary Interviews105

PJ No.28 Thane Smart City Project- 概要

Thane Smart Cityプロジェクトは統治、セキュリティ、接続性を改善し、高い生活の質を
提供することを目指している
プロジェクト概要
Name
Area

•

Thane Smart City Project

•

Thane, Maharashtra, India

マスタープラン
Thane City

Timeframe • 2015 – onwards
Scale
Concept
Backgroun
d

•

128,230,000 sq.m (pan city)

•

Development of Thane as a Urban Centre with focus
on overall development of Urban Infrastructure and
ICT based solutions

•

Thane Smart City is a part of Smart Cities Mission, an
urban renewal, retrofitting, and extension program of
Government of India with mission of improving the
infrastructure and quality of living offered by cities

•

To improve basic urban infrastructure in terms of
housing, sewage, security, water supply and pathways
To monitor, act and evaluate all public services using
ICT solutions
To improve public transportation system, thereby
promote use of public transport
Pan-city plan leverages smart solutions for
infrastructure improvement and services delivery to
citizens

•

Objective

•
•

Developme
• Mobility, ICT, living
nt aspect
• US$756 mn
Budget
•

Ministry of Housing and Urban Affairs

Responsibl
• Government of Madhya Pradesh
e authority • Thane Municipal Corporation

Area based development
projects focus on area near
railway station

Area based development projects include multi-modal transit
hub,
LED street-lighting and solar roof tops, re-development of
sewerage works, water network and organic waste disposal
Pan city projects are related to smart governance through
digitization, CCTV surveillance and free public Wi-fi
出所） Thane Municipal Corporation and Smart City Mission website
Link 1: https://thanecity.gov.in/smartcity.php
Link 2: http://smartcities.gov.in/content/
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PJ No.28 Thane Smart City Project – 課題とソリューション

本プロジェクトは都市モビリティ、公共サービスの管理、
住宅に関するICTソリューションの開発を進めている
課題とソリューション
都市の課題
•

Mobility

•

•

•

Living

•

High growth of private
vehicles, results into traffic
congestion and traffic
issues
Large number of railway
commuter (0.6 m daily
footfall) leading to
overcrowding
Lack of affordable housing,
resulting into 50%
population living in slums
and unsafe buildings
Deterioration of creek and
waterfront
Gaps in urban
infrastructure – inadequate
sewerage network/ waste
disposal facilities,
inequitable water
distribution water

ソリューションのコンセプト
•
•

•

•

Delivery and management
of various public services

•

•

•
•
•
•

•

ICT

Develop IT enabled traffic
control system
Address traffic congestion
through upgrading public
transport
Improve parking facilities
and pedestrians walk
ways

プロジェクトの例

Introduce housing
development projects
Develop creek-line/
waterfront as attractive
public spaces
Up-grade existing water
supply, waste disposal
and sewage network

Develop a IT based suite
to provide citizen
services/ e-governance,
maximising citizen access
to service and
governance

•

•

•

•

•

プロジェクトのステータス

Development of new suburban
station, multi-modal transit
hub, pedestrian pathways and
parking facility
Intelligent transit management
system for management and
tracking of bus service

•
•

Under-development
Completed

Inclusive housing scheme for
20,000 families
Enhanced natural habitat: Lakefront/ water-front
development
Energy efficiency through LED
street-lighting and solar roof
tops
Improved Urban Environment
through re-development of
sewerage works, water network
and organic waste disposal

•
•
•
•

Under-development
Completed
Completed
Completed

Smart Governance: online
property tax payment facility,
digitization of citizen documents
and bus services, MIS dashboard
City-wide CCTV surveillance
and free public Wi-fi

•
•

Completed
Completed

出所） Thane Municipal Corporation and Smart City Mission website
Link 1: https://thanecity.gov.in/smartcity.php
Link 2: http://smartcities.gov.in/content/
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PJ No.28 Thane Smart City Project – プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

政府公共が計画を推進し、一部民間企業が投資・開発・運用・管理などを行う
プロジェクトのステークホルダー

Private
Organization

Public Organization

Function
National
Government
(Ministry of
Housing and Urban
Affairs)
State Government
(Government of
Maharashtra)

Urban Local Body
(Thane Municipal
Corporation)

Partners
(ABM Knowledgeware
– System Integrator)

Special
Purpose
Vehicle
(SPV)

Projects

•

Approve and sanction projects
including technical appraisal

•

Mobilize resources within timelines

•

Overview capacity building activities

•

Monitor and review quality control
related matters

•

Collect user charges, taxes,
surcharges etc

•

Incorporate joint ventures,
subsidiaries and enter into public
private partnerships, contracts for
implementation of projects

•

Broadly, SPV will plan, appraise,
approve, release funds, manage,
monitor and evaluate smart cityrelated projects

•

Invest/ develop / operate / maintain
projects under Thane Smart City

•

Provide housing facilities to 20,000
families under Kisan Nagar, utilize
rain-water harvesting and re-used
water for water demand

•

Development of new suburban
station, multi-modal transit hub,
pedestrian pathways and off-street
parking facility

•

Provide city wide CCTV surveillance
and public wi-fi

•

Implement digitalization in property
tax payment, citizen documents

•

Development of Intelligent Transit
Management System for
management and tracking of Thane
Municipal Transport buses

•

Provide LED street-lighting and solar
roof tops to promote energy
efficiency

•

Re-development of sewerage works,
water network, metering and organic
waste disposal

出所） Thane Municipal Corporation and Smart City Mission website
Link 1: https://thanecity.gov.in/smartcity.php
Link 2: http://smartcities.gov.in/content/
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PJ No.29 Vadodara Smart City Project - 概要

Vadodara Smart CityプロジェクトはICTソリューションを通じた都市インフラの改善を
目指している
プロジェクト概要
• Vadodara Smart City Project
Name
• Vadodara, Gujarat, India
Area
Timeframe • 2015 – onwards

Scale
Concept

Backgroun
d

•
•

•

Vadodra Smart City is part of Smart Cities Mission, an
urban renewal, retrofitting, and extension program of
Government of India with mission of improving the
infrastructure and quality of living offered by cities

•

To improve basic urban infrastructure in terms of
sewage, water supply and recreational spaces
To monitor, act and evaluate all public services using
ICT solutions
To improve public transportation system, thereby
promote use of public transport
Pan-city plan leverages smart solutions for
infrastructure improvement and services delivery to
citizens

•

Objective

160,000,000 sq.m (pan city) with projects in area
based development in (2,832,802 sq.m)
Development of Vadodara as a Urban Centre with
focus on overall development of Urban Infrastructure
and ICT based solutions

•
•

Developme • Mobility, ICT, energy, health, living and urban
infrastructure
nt aspect
• US$274 mn
Budget
•

マスタープラン
Vadodara City

Area based development
projects focus on Alakapuri,
University of Baroda, bus
terminal and railway station

Area based development projects include smart school
management system for municipal schools, smart hawker zone
and river-front development
Pan city projects are related to smart buses, CCTV
surveillance and free public Wi-fi

Ministry of Housing and Urban Affairs

Responsibl
• Government of Gujarat
e authority • Vadodra Municipal Corporation

出所） Vadodara Smart City website
Link: http://vadodarasmartcity.in/index.html

109

PJ No.29 Vadodara Smart City Project – 課題とソリューション

本プロジェクトは
この都市が直面する教育、ヘルスケア、E-Governanceの課題に解決を進めている
課題とソリューション
都市の課題
•

Living

•
•

Inefficient water
distribution system
Poor solid waste
management
Open spaces is not almost
non-existent

ソリューションのコンセプト
•
•

Up-grade existing water
supply, waste
management system
Develop open spaces,
non-motorised zones for
recreation

プロジェクトの例
•
•

•
•

•

ICT

•

Delivery and management
of various public services
Process automation needs
of Vadodara Municipal
Corporation

•
•

Develop a IT based suite
to provide public services
Develop ERP system

•

•
•

Mobility
•

Social

•

Poor public transport
system leading to high
growth of private vehicles,
further resulting into traffic
congestion
Safety and security issues
in public spaces
Area under consideration
has poor healthcare
infrastructure

•
•

•

Address traffic congestion
through IT enablement of
public transport

Develop health
infrastructure

•

•

プロジェクトのステータス

Smart water and electric
meters
Waste management with aim of
100% collection and processing of
waste
Vocational training centre,
library and e-library

•
•
•
•

Under-development
Under-development
Under-development
Under-development

Smart School Management
System for municipal schools,
smart hawker zone and 100% wifi access
Integrated operation center
and command control center
for remote monitoring of public
services
ERP for integration of Vadodara
Municipal Corporation’s operations

•
•
•

Under-development
Completed
Completed

Smart buses enabled with GPS
tracker and CCTV, smart bus
stops and terminus
Smart street lights and
promotion of non-motorised
transport

•
•

Completed
Under-development

Urban Health Centres for
providing 24x7 health facilities

•

Completed

出所） Vadodara Smart City website

Link: http://vadodarasmartcity.in/index.html
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PJ No.29 Vadodara Smart City Project – プロジェクトのステークホルダー 資金調達方法

政府公共が計画を推進し、一部民間企業が投資・開発・運用・管理などを行う
プロジェクトのステークホルダー

Private
Organization

Public Organization

Function
National
Government
(Ministry of
Housing and Urban
Affairs)
State Government
(Government of
Gujarat)
Urban Local Body
(Vadodara
Municipal
Corporation)

Partners
(Indus Towers –
intelligent poles,
Confederation of
Indian Industry)

Special
Purpose
Vehicle (SPV)

Projects

•

Approve and sanction projects
including technical appraisal

•

Mobilize resources within timelines

•

Overview capacity building activities

•

Monitor and review quality control
related matters

•

Collect user charges, taxes,
surcharges etc

•

Incorporate joint ventures,
subsidiaries and enter into public
private partnerships, contracts for
implementation of projects

•

Broadly, SPV will plan, appraise,
approve, release funds, manage,
monitor and evaluate smart cityrelated projects

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Invest / develop / operate / maintain
projects under Vadodra Smart City

•

Development of Smart School
Management System for municipal
schools and smart hawker zone
Provide access to Wi-Fi
Development of smart street lights
Promotion of non-motorised transport
Development of additionalities in
Vishwamitri river-front development,
voice enabled heritage navigation, MLCP
Provide 24x7 water supply, smart water
meters and smart electric meters
Provide facilities for 100% of collection
and processing of waste
Development of vocational training
centre, library and e- library
Development of 2 Urban Health Cetnres
Provide smart buses with GPS tracker and
CCTV, smart bus stops and terminus
Integrated Operation and Command
Control center for remote motoring of
services
Development of ERP for integration of
Vadodara Municipal Corporation’s
operations

出所） Vadodara Smart City website and Smart City Mission guidelines
Link 1: http://vadodarasmartcity.in/index.html
Link 2: http://smartcities.gov.in/content/
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Sri Lanka PJ No.30
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PJ No. 30 : Sri Lanka (Colombo Port City) –プロジェクト概要

Colombo Port City: 概要
マスタープラン (開発エリアマップ)

プロジェクト概要
Project name

• Colombo Port City

Area

• Colombo, Sri Lanka

PJ Timeframe

• 2016-2030

Development
size /
population

• N.A.

SC Concept

• To address environmental, socio economical,
infrastructural and institutional aspects of
the region

Background
(Issue）

• Has 142 with initiatives like;
• Light rail transit (LRT) : improve mobility
• IT Based Smart Traffic Management System

Purpose

• Project has been mainly planned to increase
per capita income of the citizens

Project focus
area / solution

• Mobility, Real estate (Land & bldg), ICT

Investment
budget

• US$ 41b

Stakeholder
(Government /
Private）

• Public Private Partnerships
出所） Colombo Port City website
Link 1: http://www.portcitycolombo.lk/#master-plan
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PJ No. 30 : Sri Lanka (Colombo Port City) –ソリューション概要

Colombo Port City: 課題とソリューション
課題とソリューション
都市の課題
•

スマートモビリティ
(交通・通信)

Develop efficient and proper
mobility and transport system
effective in governing the city

ソリューションのコンセプト
•
•

•

スマートエネルギー
& エンバイロメント
（環境)

Fully electrified network that
reduces travel time
Traffic flow management,
improved energy consumption
and quality of ride through real
time information system
Upgrade signal lights at
intersection

•
•
•

プロジェクトの
ステータス

Light Rail Transit (LRT) system
IT based smart traffic
management system
Upgrade signal lights at
intersection

• Developin
g

Megapolis Project

• Developin
g

N.A.
•

スマートリビング
（生活・安全)

プロジェクトの例

Developing an eco system that
represent smart city and
provides all its amenities to the
people

•
•

Include 142 projects in the next
15 years
Project focuses on smart parking,
power grids that provide
electricity as per demand, street
lighting, predictive maintenance,
integrated transport system and
real-time traffic information and
management

スマートピープル
(人的資源)

N.A.

スマートエコノミー
(産業振興)

N.A.

スマートガバナンス
（行政)

N.A.

•

出所） Colombo Port City website

Link 1: http://www.portcitycolombo.lk/#master-plan
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PJ No. 30 : Sri Lanka (Colombo Port City) – ステークホルダー

Colombo Port City: ステークホルダー概要
プロジェクト管理委員会の構造
National Government
Ministry of Megapolis and
Western Development
Champika Ranawaka,Minister

Urban Development Authority
Rauff Hakeem, Minister Urban
Development

Other players
China Communication Construction
Company
Sri Lanka Telecomm

Private Players
As Investors

JICA

Huawei

Chia Harbor Engineering
Company Ltd.

City Government
Colombo Port City
出所） Colombo Port City website
Link 1: http://www.portcitycolombo.lk/about/

115

インタビュー（Rayong、Surat、Meikarta、MEDINI）調査結果
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インタビュー対象の選定

民間企業の関与度合い等で分類し、それぞれのねらいに基づいてインタビュー対象を選定
対象候補の分類
企業の関与度

有望スマートシティ
プロジェクト候補

民間企業の
明確な関与あり

民間企業の関与が
不明確 且つ
日本の政府系機関が
関与している

インタビューのねらい

該当する対象候補

インタビュー対象

対象候補の具体化
Sunway City
Bang Sue
チョンブリAMATACity
BSD
Meikarta
デルタマス
ビンズン
Yangon

すでに稼働しており、
民間企業が
主導している

既に第一工期完了し、稼
動始めているスマートシティ
において、アジアで共通する
成功要素はどのようなものが
あるのかを調査

•
•
•
•
•
•
•
•

すでに稼働しており、
外資系企業の関与が
大きい

他国企業のスマートシティの
アプローチおよびその狙いや
意図を調査

• Iskandar

競争入札になりがちな
インド政府主導の
スマートシティである

インフラプロジェクト全般的に
入札プロセスが要求され、
競争環境が厳しいインドに
おいて、スマートシティ領域
でどのようなアプローチがあり
えるのかを調査

•
•
•
•
•

効果的に日本が関与してい
くには、どのようなアプローチ
がありえるのかを調査

• Rayong

インド以外の
スマートシティである

Ahemdabad
Bhopal
Indore
Thane
Surat


以下条件より選定
• 第一工期完了前
• 他候補の国と重複しない
• より大型である

Meikarta

 Iskandar

 Surat
•

第一工期完了前の
プロジェクトを選定

 Rayong
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Rayong、Surat、Meikartaにおける案件組成可能性

詳細調査先として以下4都市にインタビューを実施。各案件とも日系企業の提案余地がある

案件
ステージ

事業
スキーム

意思決定
構造

日本への
期待（事
業機会）
（仮説）

Rayong

Surat

Meikarta

• 第一フェーズ着工開始。第一
フェーズは2022年に完了を目指し
てプロジェクトを推進

• 2015年より案件開始し一部プロ
ジェクトは完了。継続的に拡張開
発を進行中

• 2016年より案件開始、2021年
第一工期完了目指し開発中
• 住宅・オフィス52棟竣工させる見
通し

• 既に土地収用完了しオフィス・住
宅等 竣工済
• 継続的に拡張開発を推進中

• PPTが土地を保有し、NSTDA、
GISTDA等政府R&D機関に賃
貸
• EECiの計画はMinistry of
Higher Education, Science,
Research, and Innovation〇
が策定し予算含めて支援している

• 国、州、市政府出資によるSPV
（Surat Smart City
Development Limited）がプ
ロジェクト会社として事業推進
• 政府資金のみ、PPPにより民間資
金を活用した投資

• Lippo Cikarang 100%出資案
件（当初中国投資家がいたが撤
退）
• 隣接するOrangeCountyには三
菱商事等がサービスアパートメント
に出資するも別プロジェクト

• KHAZANA、三井物産によるJV
であるMEDINI Iskandarがマス
ターデベロッパー
• 個別区画はSunway等不動産
会社が２次デベとして開発

• PPT開発区画はPPT、その他は
リースしている各機関が意思決定

• 原則Surat Smart City
Development Limitedが意思
決定。PPP案件では民間も意思
決定に関与

• Lippo Cikarangが意思決定

• MEDINIが全体インフラ、個別区
画はSunway等各社が意思決定

• 100万人規模の都市開発にかか
わるインフラ整備、スマートシティ関
連ソリューションの提案余地あり

• スマートシティ関連、その他含めて
新規都市開発案件をテストベット
として案件形成の余地あり

• PPT区画については、長期的な誘
• 低所得者層向け住宅の開発パー
致に向け都市開発推進のパート
トナー、排水処理システム、タウン
ナー（コンサル、不動産投資家）、
シップマネジメントの統合管理セン
個別のソリューション提案余地あり
ター、データセンター建設、
• NASDA、GISDA等との研究開
SmartParking等のモビリティ分
発分野での連携に企業、大学含
野等 各種提案の余地はあり
めて提案余地あり

Medini

出所） 公開情報、インタビューよりNRI作成118

詳細調査プロジェクトのサマリー

各事例調査からの示唆（学び）とりまとめ
事例調査の視点

Rayong

タイ政府肝入りのEECiと関連づいた新
規スマートシティ開発プロジェクトとして
調査
効果的に日本が関与していくには、どの
ようなアプローチがありえるのか調査

事例調査からの示唆（学び）

日本企業のR&D拠点の誘致への協力、日本大学・企業との共同研究、教
授学生等の人材交流の活発化へ協力することは、 EECiの方針に資するた
め、スマートシティプロジェクトにおける優位なポジション形成に有用ではないか

Surat

インド政府主導のスマートシティ案件の
一例として調査対象として抽出
インフラプロジェクト全般的に入札プロ
セスが要求され、競争環境が厳しいイ
ンドにおいて、スマートシティ領域でどの
ようなアプローチがありえるのか調査

インフラプロジェクト同様で、スマートシティプロジェクトも地方政府入札案件に
参画するためには、日本企業は、各政府とのプロジェクト実績等一定のプレゼ
ンスが必要となる（特に大型プロジェクトでは過去実績が求められる）。この
点、実績のない日系企業の場合は現地企業に提案をリードしてもらい技術サ
プライヤーとして関与していくのがまずは有効なアプローチではないか
その際、日本の強みや他地域での経験を活かす上で、地域管理会社（データ
センター）は有用なアプローチになるのではないか

Meikarta

民間企業主導案件の新興国大型ス
マートシティ開発例として調査
既に第一工期完了し、稼動始めてい
るスマートシティにおいて、アジアで共通
する成功要素はどのようなものがあるの
か調査

同都市は、中間所得層をターゲットに、100万人都市にすることを想定してお
り、マネタイズの考え方は参考になるものと思われる。
Lippo Cikarangは、初期コストはできるだけ押さえ、都市開発後の都市生活
に付随するサービスも含めて収益を上げていくモデルを検討している。デジタルソ
リューションもサービス付加価値向上のツールとして活用しており、これらのサービ
スで有用なサービス・マネタイズができたサービスが何か今後定点観測していくこ
とが重要になるのではないか

他国企業のスマートシティのアプローチ
事例として調査

中国のアリババは、交通系のソリューションをマレーシア政府向けに提供してい
る。不動産開発やプロジェクト単体での収益化を念頭においているのではなく、
都市交通に関わる政府向けデジタルソリューションを確立し横展開していくことを
想定している。マレーシア（クアラルンプール、Medini)は実証の場として活用し
ているものと想定される

Medini

出所） 公開情報、インタビューよりNRI作成119

詳細調査プロジェクトのサマリー Rayong EECi Project – サマリー（案件形成に向けたアプローチ）

EECiでは、SC開発・ソリューションに関わる案件形成、及び、R&D、教育といった切り口で
の案件形成の余地がある
開発
コンセプト
Community zone
(100 Rai)

Aripolis

推進主体

PTT

概要

日系企業が関与が
期待される案件

現状の日系企業の関与
状況

• EECi開発区画利用者向
けの住居、商業施設等の
居住スペースの開発

• 不動産開発
• スマートシティソリュー
ションの提供（エネ • 無し
ルギー、モビリティ、廃
棄物処理、タウン
シップ管理他）

今後の案件形成の
可能性
• 不動産開発、SCソ
リューションに関わる案
件形成余地有
• PTTからは計画段階か
ら参入要望有

Automotive, electronics,
and machinery分野にお
けるR&D拠点開発

NASDA
（National
Science and
• 日系民間企業とR&D拠
Technology Modern agriculture,
点につき議論
Developmen biotechnology,
t Agency）
biochemicals,
Innovation Biopolis,
• R&D拠点の誘致
bioenergy, and
zone
biopharmaにおけるR&D拠
点開発
GISDA
（Geoinformation
Informatics Satellite
Space
• 官民で日本の衛星活用
and
aviation
Innopol and Space
technologiesにおける拠点
可能性議論あり
is
Technology 開発
Developmen
t Agency ）
教育機関
• Vidyasirimedhi
Institute of Science & • 共同研究、教授学 • 日系国立大学等と人材
PTT
Technology (VISTEC)
Education zone
（大学等）
生等の人材交流
交流あり
• Kamnoetvidya
Science Academy
(KVIS)

• 各テーマ毎に研究開発
に関わる拠点開発の
検討余地有

• 継続した大学との研
究・人材交流の推進

出所） 公開情報、インタビューよりNRI作成120

詳細調査プロジェクトのサマリー Surat Smart City Project – サマリー（案件形成に向けたアプローチ）

Surat PJ にはいくつか日系企業として提案余地のある案件が存在するも、入札プロセスを
経る必要があるため、実績のある現地企業等と連携したアプローチが必要
Surat SC PJの中で日本企業の提案余地のある案件
Solution concept
•

Mobility
•

•

Living

•

•

Econo
my

•

•

ICT

•

Potential opportunities

Improve public
transportation and
pedestrians walk
ways
Develop IT enabled
traffic control system

•

Town planning and
development few areas within
city are at planning stage

Introduce housing
development
projects
Up-grade existing
water supply system

•

Affordable housing to
Economically Weaker Sections
for real estate companies
Water Supply Management
for rain water harvesting and
waste water management

Develop incubation
center/ start-up hub
Develop develop
logistic park to solve
traffic congestion
problem

•

Modernization of logistics
park including development of
transport/ logistic hub on
Public Private Partnership (PPP)
mode

Develop a IT based
suite to provide
citizen services/ egovernance
Develop ERP system

•
•

Advanced grievance redressal
Centre for effective/ efficient
delivery of civic services
Development of SMAC center
especially for Japanese
technology companies
Data Centre and Disaster
Recovery

•

•
•

Surat SC PJの意思決定構造
• 主要なプロジェクト推進主体:
• Surat Smart City Development Limited (SSCDL), a
special purpose vehicle by governments
• Surat Municipal Corporation, a urban local body
• Smart City Mission, Ministry of Urban Affairs
(National Govt.)
• Surat Smart City Development Limited が計画策定、投資等
事業推進
• SSCDLが案件毎に入札を実施し委託先を選定

日系企業への期待
• 日系企業には、最新の技術等のソリューション提供に加え、プロジェクト
管理、プロジェクトへの投資推進主体になってもらうニーズはある
• 一方で、案件は全てSSCDLが入札して選定するためそのプロセスに従
う必要がある（時間も一定程度必要）

日本企業・政府のアプローチ
• 地方政府入札案件に参画するために日本企業は、各政府とのプロジェ
クト実績等一定のプレゼンスが必要となる（特に大型プロジェクトでは
過去実績が求められる）
• 従って、実績のない日系企業の場合は現地企業に提案をリードしても
らい技術サプライヤーとして関与していくのがまずは有効なアプローチ
出所） 公開情報、インタビューよりNRI作成121

詳細調査プロジェクトのサマリー Meikarta– サマリー Lippo Cikarang の想定するビジネスモデル

Lippo Cikarangは、都市開発後の都市生活に付随するサービスも含めて収益を上げて
いくモデルを検討。デジタルソリューションもサービス付加価値向上のツールとして活用
 都市開発の課題認識としては、100万人都市からでる排水、廃棄物を如何に最適に処理していくか。日系企業からの提案ニーズも
高い。
 都市運営に関わるデジタルソリューションのテストベットとしても活用していく余地は大きい。
Meikartaの都市開発の狙い

都市開発

Lippo Groupの提供するサービス

都市運営

概要

• 開発地域: 84,000 ~
5,000,000 m2
• 想定都市人口：100万人
• 周辺工業団地で従業員向
けに安価な住居を提供。構
想マンション・商業・オフィス
を278棟 一気に建設し都
市人口を確保
• ターゲットを中間層のボ
リュームゾーンに設定

• 商業・オフィス賃貸に加えて
Lippo Groupの保有する
サービス事業で収益をあげ
ることを想定
• 小売
• メディア
• 病院
• 金融サービス
• 教育等
• デジタルソリューションも活
用できるものは活用

収益
モデル

• 大量に住宅等建設すること
でスケールメリットを活かし
建設コスト低減
• 安価な住宅を大量に販売し
て資金回収

• 100万人都市でのサービス
収入の最大化を狙う

出所） 公開情報、インタビューよりNRI作成122

詳細調査プロジェクトのサマリー- Medini – Alibaba City Brainのビジネスモデル概要

Alibabaは、都市交通に関わる政府向けデジタルソリューションを確立し横展開していくこと
を想定している。マレーシアは実証の場として活用されている
Alibabaの想定するCity Brain サービスの概要

想
定
サ
ー
ビ
ス

シ
ス
テ
ム
構
成

出所） アリババ公開資料よりNRI作成123

（１）日本企業にとって有望な新興国のスマートシティプロジェクトリスト
（２）日本国内のスマートシティ調査
（３）スマートシティの展開促進に向けた課題
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日本国内のスマートシティ調査 サマリー

幅広い候補の中からデータ活用に関する取組を推進している都市を概要調査対象とし、
その中でも特に先進的な取組を行なっている都市を対象に詳細調査を実施した
調査の視点
• 概要調査については国内のスマートシティにおけるデータ取り扱いに関する取組の最新動向を把握するため、計画段階のものも含めて広く対象とすべきである
• 詳細調査については具体的な取組みからデータ取り扱いにおける課題等を把握するため、他に先んじて取組を進めている都市を対象とすべきである

調査対象都市選定の考え方
【概要調査対象選定基準】

【詳細調査対象選定基準】

 日経各紙において活動が記事として掲載されているか
 スマートグリッドなど特定分野のスマート化ではなく、データを活用したサービス提
供を目的としているか
 他の事例と実施主体が重複していないか





調査対象候補（40都市）

• 総務省 データ利活用型スマートシティ
推進事業 選定プロジェクト（13プロジェクト）
• 国土交通省 スマートシティモデル事業
選定プロジェクト（15プロジェクト）
• 上記以外で経済産業省と協議の上で
選定したプロジェクト（12プロジェクト）

計画・実証段階ではなく導入・サービス提供段階にあるか
データプラットフォームの整備が行われているか
個人情報を始めとしたデータの取扱いに特徴があるか

概要調査対象（12都市）
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

データスマートシティさっぽろ（札幌市）
会津若松スマートシティ（会津若松市）
柏の葉スマートシティ（柏市）
浦和美園地区（さいたま市）
竹芝再開発地区（東京都港区）
東洋大学赤羽台キャンパス（東京都北区）
横浜スマートシティプロジェクト（横浜市）
Fujisawa SST（藤沢市）
Tsunashima SST（横浜市）
スマートシティ京都プロジェクト（京都府）
加古川市スマートシティ（加古川市）
スマートシティたかまつ（高松市）

詳細調査対象（4都市）

• データスマートシティさっぽろ（札幌市）
• 会津若松スマートシティ（会津若松市）
• Fujisawa SST（藤沢市）
• Tsunashima SST（横浜市）
• スマートシティたかまつ（高松市）
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国内先進スマートシティの選定方法について

（参考）概要調査対象候補40都市
#

選定事業

プロジェクト実施地区

実施主体

#

1

総務省

札幌市

（一財）さっぽろ産業振興財団

2

データ
利活用型
スマートシティ
推進事業

富山市

富山市

さいたま市（浦和美園地区）

（一社）美園タウンマネジメント

横浜市

リアライズ

5

会津若松市

アクセンチュア（株）

6

京都府

（一社）京都スマートシティ
推進協議会

3
4

7

加古川市

加古川市

8

益田市

シマネ益田電子（株）

9

高松市

高松市

10

伊那市

伊那市

11

三重県木曽岬

三重県木曽岬町

12

新居浜市（新居浜地区）

新居浜市

13

飯塚市（中心街、穂波地区）

飯塚市

14 国土交通省

札幌市

日建設計総合研究所

15 スマートシティモ
16 デル事業

仙北市

（株）フィデア総合研究所

つくば市

国立大学法人筑波大学

17

宇都宮市

国立大学法人宇都宮大学

18

毛呂山町

清水建設（株）

19

柏市

三井不動産（株）

20

千代田区

（一社）大手町・丸の内・
有楽町地区まちづくり協議会

選定事業

プロジェクト実施地区

実施主体

21 国土交通省

江東区（豊洲地区）

清水建設（株）、
三井不動産（株）

スマートシティ
22 モデル事業

熱海市、下田市

ソフトバンク（株）

23

藤枝市

藤枝ICTコンソーシアム

24

春日井市（高蔵寺）

国立大学法人名古屋大学

25

精華町、木津川市

西日本電信電話（株）

26

益田市

（一社）益田サイバー
スマートシティ創造協議会

27

三次市

マツダ（株）

28

松山市

松山アーバンデザインセンター

29 ー
（経済産業省
30 と協議の上で選
31 定した民間主
導SC）
32

綱島

パナソニック

藤沢

パナソニック

吹田

パナソニック

グランフロント大阪

NTT西日本

33

竹芝

ソフトバンク（株）

34

熊本

NTT西日本

35

鎌倉

ソフトバンク（株）

36

神戸

関西電力

37

壱岐

富士ゼロックス

38

豊田

トヨタ自動車

39

市川

NTTファシリティーズ

40

東洋大学赤羽台キャンパス

東洋大学
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概要調査
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国内のスマートシティ概要調査

データを活用した実証事業等が行われている以下の12都市を対象として概要調査を実施

#

プロジェクト実施地区

実施主体

1 データスマートシティさっぽろ（札幌市）

（一財）さっぽろ産業振興財団

2 会津若松スマートシティ（会津若松市）

アクセンチュア（株）

3 柏の葉スマートシティ（柏市）

三井不動産（株）

4 浦和美園地区（さいたま市）

（一社）美園タウンマネジメント

5 竹芝再開発地区（東京都港区）

ソフトバンク、東急不動産

6 東洋大学赤羽台キャンパス（東京都北区）

東洋大学

7 横浜スマートシティプロジェクト（横浜市）

リアライズ

8 Fujisawa SST（藤沢市）

パナソニック

９ Tsunashima SST（横浜市）

パナソニック

10 スマートシティ京都プロジェクト（京都府）

（一社）京都スマートシティ推進協議会

11 加古川市スマートシティ（加古川市）

加古川市

12 スマートシティたかまつ（高松市）

高松市
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国内のスマートシティ概要調査 札幌市

札幌市ではデータを活用して観光や雪対策、健康等の様々なサービスが展開されている
基本情報

データ活用に関する取り組み例

都市名

北海道札幌市

• 札幌市ICT活用プラットフォームの構築(2017年)

実施団体

一般財団法人さっぽろ産業振興財団

協力団体

札幌市

行政保有データ、民間データ、センサー等データを統合し、多様な主体によるデータ活用を
可能にし、また一部オープン化することで市民に開放、施設利用等の利便性を向上した

日建設計総合研究所

NTTグループ
取得データ

他

【観光】
• 携帯基地局データ、GPS,ビーコンの位置情報
• 商業施設の購買データ
• 各交通機関の運行・遅延情報
【健康】
• 個人属性データ（性別、身長、体重等）
• 運動情報
• 食生活情報
【交通・雪対策】
• 路面情報
• 路肩積雪データ
• GPSデータ
• 除排雪実施記録データ
• 気象データ
• ABS作動データ
• 砂箱位置情報
• 歩行者転倒者情報
• 砂箱在庫情報
【その他】
• 札幌市に関する統計情報等

• 観光、健康、交通・雪対策分野でデータ活用の実証実験の実施
観光：複数分野の民間データ共有による外国人観光客の行動と消費のマッチング
交通情報の集約と情報発信環境の整備
健康：健康活動状況や健康状態の可視化による健康意識の向上
交通・雪対策：ビッグデータを活用した効果的・効率的な除排雪のあり方検討
市民との協働による滑り止め剤散布の促進

出所）総務省、国土交通省、札幌市、さっぽろ産業振興財団等HPよりNRI作成
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国内のスマートシティ概要調査 会津若松市

会津若松市ではアクセンチュアの主導により様々なデータ活用基盤・サービスが展開、
交流人口の増加やIT企業誘致に成功するなど国内最先端のスマートシティの一例と言える
基本情報

データ活用に関する取り組み例

都市名

福島県会津若松市

• データ基盤「Data for Citizen（D4C）」と「会津若松＋」の整備

実施団体

アクセンチュア

【Data for Citizen（D4C）】

協力団体

（株）ナディス

市が提供するデータをコンピュータで直接読み取り可能な形式で格納し、地元ベン
チャー等はアプリケーションをD4C上で提供可能

本田屋本店（有）

【会津若松＋】

公立大学法人 会津大学

地域の情報配信PF。ユーザーの登録情報や行動履歴に応じてコンテンツ配信ア
ルゴリズムをアップデートして配信情報を最適化。セキュアな個人認証に基づくユー
ザー登録を行っていることから、スマートシティのサービスにおける統合IDとして機能。

会津若松市
日本電気

• HEMS間のデータ一元管理によるエネルギーマネジメント

富士通
NTT東日本
取得データ

など

オープンAPI によるHEMSを市内 500 世帯に設置し，多様なICT 端末による
電力の「見える化サービス」を提供。最大で 27％の削減効果を達成。

【ヘルスケア】

• IoTヘルスケア

• バイタルデータ

健康情報を個人が管理することのできる基盤を構築。個人の意思で健康データを
提供し、 健康サービスを受ける事が可能。ウェアラブル端末やセンサー付きベッド/
薬箱等を活用してデータ収集することで、客観的なデータが取得可能。

• 睡眠等データ
• 服薬データ
• 検診データ
• 献立・レシピ・キュレーションアプリ等データ
【エネルギー】
• HEMSデータ

【その他】
• 観光、農業に関するデータ等
出所）会津地域スマートシティ推進協議会HP,会津若松＋等よりNRI作成

130

国内のスマートシティ概要調査 柏市

柏の葉スマートシティでは三井不動産が主事業者としてモビリティ、エネルギー、ウェルネス、
パブリックスペースなどの分野でデータを活用したサービスを展開している
基本情報

データ活用に関する取り組み

都市名

千葉県柏市

実施団体

三井不動産

協力団体

柏市

• 分散型データプラットフォームの構築

人・環境・施設等の情報を収集する民間型プラットフォームと、行政保有の情報を収集する
公共型プラットフォームを連携し、データを横断的に活用できる仕組みを構築

東京大学
千葉大学
日立製作所
産業技術総合研究所
国立がん研究センター東病院
柏ITS推進協議会
パシフィックコンサルタンツ
取得データ

• 駅を中心とする地域内移動の利便性向上
他

【民間データ】
• センシングデータ（人流、環境）
• 個人データ（ライフログ）
• 施設データ（オフィス、住宅、商業、ホテル等）
• 空間データ（3Dマップ基盤）
【公共データ】
• 行政データ（各種統計、公共施設、行政サービス）
• 交通データ（鉄道、バス、ETC2.0、レンタサイクル）
• レセプトデータ（往診データ、服薬データ等）

MaaS時代を見据え、駅-大学間への自動運転シャトルバスの導入やETC2.0から得られ
る交通情報により駅周辺の交通状況を可視化・モニタリングを実施。

• 地域内におけるエネルギーマネジメントの最適化

域内施設のエネルギー関連データプラットフォームを構築し、柏の葉データプラットフォームとの
連携を通じて、電力データに加え、気象データや人流データ等とも連携し、まちの電力消費
を効果的に減らす施策や省CO2対策に活用。

• 安全で快適な都市空間の運営

AIカメラによる人流解析、まちの混雑状況等の情報提供、子供・高齢者の見守り情報提
供を実施。また、環境センシングによりエリアの快適性の評価を行うとともに、最適な空間デ
ザインの立案や施設の状況の把握に活用。

• 個人の暮らしに根ざした健康支援

ウェアラブルデバイス等から活動量・睡眠量等のデータを効率的に収集し、個人に対応した
きめ細やかな健康サービス・アドバイスを展開。介護・医療のレセプトデータも加えたデータ分
析から、健康寿命の延伸に向けた活動への参加を促す
出所）柏の葉はスマートシティHPよりNRI作成

131

国内のスマートシティ概要調査 さいたま市美園地区

さいたま市ではおもに美園地区においてエネルギーのスマ－ト化を行っていたが、
2015年以降データ活用を開始し、直近では個人情報を用いた実証実験も行っている
基本情報

データ活用に関する取組み例

都市名

埼玉県さいたま市

• 共通プラットフォームさいたま版の構築（開発中）

実施団体

一般財団法人美園タウンマネジメント

協力団体

慶應義塾大学

美園地区を先導モデル地区として、デバイスやメーカを問わず、様々な「まちのデータ」の
収集・管理・活用を可能とする情報共通基盤を構築し、各種生活支援サービスをワン
ストップで提供することで、ライフスタイルやライフステージに応じた生活環境の実現と社
会コストの最適化を図る。また、サービス提供者が、事業規模を問わず本システムに参
画できるオープンなシステムとし、新たなビジネス・コラボレーションの創出、地域経済活
性化を図る。

（同）サイバー工房
さいたま市
イオンリテール
ウエルシア薬局
タニタヘルスリンク
取得データ

など

【利用者からの情報】
• 見守り情報
• 健康情報（脈拍等）
• エネルギー関連情報
• EV情報（走行距離、電池残量）

• 企業や医療機関と連携し、データ活用した健康支援（実証段階）

• 購買情報（WAON経由）

モニターは体重や年齢のほか、消費カロリー、体組成などを活動量計などを通じて提供
し、ご当地WAONカードの購買データを含めて、個人データはデータベースに蓄積。住
民はスマートフォンの専用アプリで提供する情報の範囲や提供先を選べる。モニターに
は、さいたま市や参加企業が開催するヨガや料理教室、スポーツクラブの体験会などに
参加できる特典をつけ、参加するとWAONポイントが付与。各企業や病院は早ければ
データベースの情報を分析し、個人に合った自社サービスや商品を提案する。例えば、
集めた情報から食事や行動の傾向を分析し、痩せたい人に最適な食材やサプリメント
を提案するほか、運動や食事に関するセミナーも開催する。

• その他のまちの情報（SNS情報等）
【さいたま市からの情報】
• 医療情報・国保情報（アレルギー、検査結果等）
• 行政関連情報（ゴミ収集・お知らせ等）

出所）総務省、さいたま市、美園タウンマネジメント等HPよりNRI作成
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国内のスマートシティ概要調査 竹芝

竹芝ではソフトバンクが本社移転に合わせて東急不動産とスマートシティ開発を実施予定。
域内のセンサーでCO2濃度や人流データ等を収集し就業者の行動を支援する
基本情報

データ活用に関する取組み例

都市名

東京都港区竹芝

• 人の行動をリアルタイムでサポート

実施団体

ソフトバンク、東急不動産

人流データを解析し、トイレやフリースペース、飲食店の混雑状況などをアプリやサイネージ上
で提供

協力団体

不明
• カメラの映像解析による安全性・利便性の向上
映像解析で不審者や異常な行動を検知し、自動で付近の警備員に通知することもで
きるほか、顔認証によって、社員はICカードなどをゲートにかざすことなく入退館可能

• 企業などによる竹芝地区のデータ活用の推進
取得データ

• 環境データ（温度、湿度、二酸化炭素濃度等）
• 人流データ
• 混雑状況 など

地区内で収集したデータを取得できるAPIを公開。入居企業は地区内の混雑状況デー
タを取得することで最適な通勤時間を社員に提案できたり、飲食店などは施設内外の
混雑情報を割引サービスなどの集客施策の検討に活用可能。

• ドローンによる荷物配達
準天頂衛星「みちびき」から受信した信号を利用した高精度測位により、ドローンを使用
してテラスから荷物を配達することを構想

出所）Softbank HP、EETimes等よりNRI作成
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国内のスマートシティ概要調査 東洋大学赤羽台キャンパス

東洋大学赤羽台キャンパスでは交通系ICカードで個人を識別、入室時に照明や空調が好み
の状態で作動したりエレベーターが自動で目的階に到着する等の仕組みが構築されている
データ活用に関する取組み例

基本情報
都市名

東洋大学赤羽台キャンパス

• INIADキャンパスAPIによる個人最適化されたキャンパス利用

実施団体

東洋大学

キャンパス内にある設備や機器はAPI提供しており、APIを学習した学生はアクセス権限の
範囲内でそれらの設備をコントロール可能。

協力団体

不明

【INIADキャンパスAPIの利用例】
 「プレゼンテーション時に外光が差し込む場合は自動でブラインドを下げて照明を付ける
 「ICカードをかざして部屋に入室すると好みに合わせた設定で照明・エアコンが作動する
 「あらかじめ利用階をスマートフォンに入力しておけば、エレベーターの前に行くだけで自動
でエレベーターを制御して目的階へ移動する」

• ARを活用した案内システム
取得データ

• 交通系ICカードに付随している個人識別情報

校内の案内図組み込まれたARマーカーにスマートフォンやタブレットをかざすと、目的地まで
のルートを案内。さらに、移動を開始すると、天井に設置されたプロジェクターが目的地まで
の道案内を壁と床に投射し、目的地のドアの前には赤いピンが表示

出所）東洋大学HP等よりNRI作成
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国内のスマートシティ概要調査 横浜市

横浜市は2017年度に総務省のデータ利活用型SC事例に選定されたり、
2018円にNTTとデータ活用の協定を結んでいるものの、その後大きな動きはない
データ活用に関する取組み例

基本情報
都市名

神奈川県横浜市

• リアライズによるデータジャケットプラットフォーム構築

実施団体

横浜市

協力団体

リアライズ

データセット全体ではなく、データの概要情報と課題・ニーズを組合せて可視化することで、
潜在ニーズや解決策を発見するデータジャケット手法を用いたプラットフォームの構築
（実際に導入されたかどうかは不明）

日本電信電話

取得データ

など

• 統計情報等
• よこはまウォーキングポイントに関する各種データ
など
• 横浜市 と 横浜市立大学、日本電信電話株式会社 が「官民データ活用に
よる超スマート社会の実現に関する包括連携協定」を締結
健康・福祉、子育て・教育、社会インフラ・モビリティ、地域活性化等の分野でICT活用に
よるスマート化を実施予定だが、具体的な動きには至っていない様子

出所）総務省、横浜市HP等よりNRI作成
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国内のスマートシティ概要調査 Fujisawa SST

パナソニックのスマートシティ１号案件であるFujisawa SSTではエネルギーマネジメントを
中心とした取り組みが行われている
データ活用に関する取組み例

基本情報
都市名

神奈川県藤沢市

• エネルギーの見える化および地産地消によるエネルギーマネジメントを実施

実施団体

パナソニック

協力団体

電通

すべての家庭にHEMSを導入し、街全体のエネルギーの使用状況を見える化。また、
全戸建住宅に太陽光発電システムや蓄電池、エネファームを導入することで節電から
売電までマネジメントを実施、エネルギーの地産地消を目指している

カルチュア・コンビニエンス・クラブ
東京ガス
NTT東日本
ヤマト運輸
三井物産
三井不動産レジデンシャル
取得データ

• エネルギー関連データ
• その他生活情報

など
• ワンストップ提供の「トータル・モビリティサービス」の提供
時間帯や目的地までの距離などの利用シーンやニーズに応じて電気自動車や電動ア
シスト自転車のシェア、レンタカーなどのサービスを使い分けることを可能にした。住民専
用のポータルサイトから空き状況の確認や予約ができる。

モビリティポータル

カーシェア

サイクルシェア

出所）Fujisawa SSTの HP等よりNRI作成
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国内のスマートシティ概要調査 Tsunshima SST

2号案件であるTsunashima SSTではエネルギーマネジメントに加え、SCIMやセンシング
データを用いて街全体を「見える化」し、今後各種サービスの検討を実施
データ活用に関する取組み例

基本情報
都市名

神奈川県横浜市港北区綱島

• 街全体を3次元モデル化することで街全体を見える化し、情報PFを構築

実施団体

パナソニック

協力団体

大林組

BIM技術を用いて街全体をコンピュータ上に3Dで再現。①環境センシング技術、②
屋外画像認識センシング技術などを組み合わせ、街全体の環境、人の流れ、人数・
性別などの属性を「見える化」した。

慶應義塾大学
野村不動産
ユニー

今後実証運用を通じてデータを集積・検証し、①住民への生活サポート情報の発信、
②まちの店舗の在庫管理、③エネルギーマネージメント、④計画段階における最適な
システム設計など、新たなタウンサービスを検討

アップル
ALSOK
Honda
取得データ

•
•
•
•

など

エネルギー関連データ
カメラ映像データ
環境データ（湿度、気圧、UV、PM2.5、花粉量）
エネルギー事業者、発注者、設計会社、施工会社
などが持っている情報

出所）Tsunashima SSTの HP等よりNRI作成
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国内のスマートシティ概要調査 京都府

京都府では観光・環境・防災分野を対象としたPFを構築、デジタルサイネージやアプリ、
環境センサーからデータを収集、大学や企業と連携して活用していく方針
基本情報

データ活用に関する取組み例

都市名

京都府

• ビッグデータ活用プラットフォームを構築

実施団体

（一社）京都スマートシティ推進協議会

協力団体

コニカミノルタ

京都の強みである観光分野・環境分野を軸に、最先端のデジタルサイネージやスマート
フォン等のアプリケーション・コンテンツ、スマートライト等からデータを取得するとともに、行
政や企業保有の既存データと結合し、総合的にデータ分析することで、新たな課題解
決プロセスの構築と新サービスの創出に繋げる

PwCコンサルティング
ゼンリンデータコム
阪急電鉄
日本電気
NTTドコモ
イオン
取得データ

•
•
•
•
•

ほか

交通データ
人口データ
エネルギーデータ
人流データ
カメラ画像データ

など

出所）京都スマートシティ推進協議会HPなどよりNRI作成
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国内のスマートシティ概要調査 加古川市

加古川市では安心・安全のまちづくりを標榜し、カメラの設置や子ども・老人の位置情報を
ビーコンで把握できるなどの見守りに特化したサービスを提供
基本情報

データ活用に関する取組み例

都市名

兵庫県加古川市

実施団体

加古川市

協力団体

日本郵便

• 見守りサービス
市内1500箇所に設置された見守りカメラに同梱された「見守りＢＬＥタグ検知器」が
複数社のＢＬＥタグを検知し、子どもやお年寄りにBLEタグをもたせることで位置情報
履歴をアプリやメールで確認可能。また、公用車や日本郵便の郵便車両に設置された
検知器によりカメラがない箇所においても見守りBLEタグを検知。

本田技研工業
日本電気

• プラットフォーム整備

ALSOK
日建設計シビル
日建設計総合研究所
取得データ

•
•
•
•
•
•

など

複数分野のデータを収集し、分析を行う基盤としてFIWAREを導入。見守りサービスプ
ラットフォームと連携し、公用車の走行データや見守りデータに加え、市のオープンデータ
や市所有外の統計データや防災情報を一元管理。

見守りカメラ
市内ビーコンからのBLEタグ検知データ
公衆無線Wi-Fiログ情報
コミュニティバス（かこバス）位置情報
公用車走行データ
加古川市オープンデータ
など

出所）加古川市HPよりNRI作成
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国内のスマートシティ概要調査 高松市

高松市はスマートシティ推進協議会の会長に市長を据えることで推進力を強化。
FIWAREを国内で初めて導入し、防災・福祉・観光・交通分野でデータ活用を促進
データ活用に関する取組み例

基本情報
都市名

香川県高松市

実施団体

高松市

協力団体

NEC

• FIWARE導入によるIoTプラットフォームの構築

富士通
セールスフォース
NTT西日本
ソフトバンク
四国電力
取得データ

など

• レンタサイクルの利用情報・位置情報
• 避難所の安全情報
• スマートメーターからのエネルギー情報

• 河川・護岸の水位・潮位情報
• 自治体保有のオープンデータ
• ウェアラブル端末からの健康情報
• 交通事故情報

など

• 防災・福祉・観光・交通分野でデータ活用を促進
防災：観測地点に水位センサー等を設置し、リアルタイムに庁内でデータを把握
福祉：ウェアラブル端末による認知症高齢者等の見守り、地域における事故を予防
観光：レンタサイクルにＧＰＳロガーを設置し、外国人観光客の訪問先を把握
交通：ドライブレコーダの記録を分析し、ヒヤリハット発生地点を特定
出所）高松市HPよりNRI作成
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詳細調査
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国内先進スマートシティの選定方法について

データPFの整備や個人情報活用が比較的すすんでいる札幌市・会津若松市・高松市、
スマートシティとしてグリーン開発されている藤沢・綱島を調査対象とした
#

プロジェクト実施地区

実施主体

グリーン/
データPF整備
ブラウン

サービスに活用しているデータ（実証含む）
購買データ

1 札幌市

（一財）さっぽろ産業振興財団

ブラウン

✔

✔

2 会津若松市

アクセンチュア（株）

ブラウン

✔

✔

3 柏市（柏の葉スマートシティ）

三井不動産（株）

グリーン

✔

4 さいたま市（浦和美園地区）

（一社）美園タウンマネジメント

ブラウン

（開発中）

5 竹芝

SoftBank

グリーン

（整備予定）

6 東洋大学赤羽台キャンパス

東洋大学

グリーン

7 横浜市

リアライズ

ブラウン

8 藤沢（Fujisawa SST）

パナソニック

グリーン

９ 綱島（Tsunashima SST） パナソニック

グリーン

✔

10 京都府

（一社）京都スマートシティ推進協議会

ブラウン

✔

11 加古川市

加古川市

ブラウン

（扱うデータが
限定的）

12 高松市

高松市

ブラウン

✔

✔

電力データ

健康データ

センサーデータ

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

（整備予定）

✔
✔

データ取得
実施有無不明

✔

✔
✔

✔
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詳細調査インタビュー概要

対象スマートシティ

インタビュイー

実施日時・場所

スマートシティたかまつ

内閣官房 IT総合戦略室 参事官補佐

10/4(金)10:00~11:00
＠尚友会館

会津若松スマートシティ

会津若松市観光商業部企業立地課課長
会津若松市企画政策部企画副参事
会津若松市企画政策部情報統計課長

10/8(火)13:00~14：00
＠AiCT

データスマートシティ札幌

札幌市まちづくり政策局企画課 ICT戦略推進担当課長
札幌市まちづくり政策局政策企画部 ICT戦略推進担当係長
札幌市まちづくり政策局政策企画部 ICT戦略推進担当係長

10/15(火)10:00~11:00
＠札幌市役所

藤沢SST・綱島SST

パナソニック㈱ CRE事業推進部事業開発総括

10/18(金)10:00~11:00
＠パナソニック汐留本社
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詳細調査インタビュー結果 サマリー
スマートシティたかまつ

会津若松スマートシティ

個人情報活用については母子手帳の
個人情報の取扱いはまだあまり進んでお
個人情報の
電子化程度に留まっており、そこから民
らず、多くの情報を収集しているわけでも
間企業が活用するという段階には至って
活用・取扱い
ない
いない

札幌市
購買データや健康データなどの個人情
報活用は推進しているが、PF上には個
人情報を載せないという前提があるため、
できることが限られている

藤沢SST・綱島SST
個人ではなく世帯という単位ではあるが、
エネルギー、セキュリティ、ロジスティクスな
どの観点からデータ取得し、個別の取組
を行っている

直接的な関与はないものの、もともと市
就任と同時に積極的に関与し、全体を の職員としてデータ活用に取り組んでい
ー
主導している
たことから、オブザーバーとして注視してい
る

市長の関与

推進団体の代表として参画している

民間企業の
関与

スマートシティとして営業をかけたわけで
アクセンチュアが市長との協働で主導的
はないが、民間企業間で自然と機運が
に活動しており、企業誘致等にも貢献し
高まっていた。企業同士の交流により自
ている
然発生的に行われる取組も存在する

かつてICT企業が札幌に集積したことに
より取組が始まった。現在はNTTや日
建設計総研の関与により実証実験等
を実施している

パナソニックが自社の工場跡地の遊休
地活用として主導的に取り組んでおり、
様々な民間企業の関与がある

他自治体からPFの使用料をもらうことは
レコメンド配信による広告料の授受や有
タウンマネジメント会社は住民からの管
難しい。インバウンドデータによる来客予
料アプリ配信などはおこなっておらず、マ
理費、および実証実験の受託事業など
測が有料で見られるようにしているが、
ネタイズ方法が確立されていない。
によって事業会社として成り立っている
小さな商店等の理解は進んでいない

マネタイズの
取組

ー

今後の
展開の構想

札幌都市圏に拡大し、特定の分野だけ
今後は周辺の自治体へも展開し、特に 今後、防災・除雪等で会津若松＋の
で活用するのではなく、それぞれの地域
防災面において地域全体で取り組んで 周辺都市への横展開も視野に入れてい
の強みを活かすような取組へと発展させ
いきたいと考えている
る
たいと考えている

まずは第三案件である吹田SSTへの取
組を実施。海外展開についても各方面
から期待されているものの具体化には
至っていない

先進的な
取組

データ利活用に関する規約の策定や
データ提供申出書の採用など、データ活
用における提供者の権利保護において
他エリアに先んじている

AiCTの整備など、街を挙げてのスマート
シティ化の推進により流入人口が増加。
また、市職員は異動があってもICT活用
に関与できる制度が整備されている

スマートシティにおけるタウンマネジメント
会社の収益化やデータ利活用への理解
が深い住民コミュニティの形成など、他エ
リアの課題を克服できている

ー

オープンデータ活用の実態が把握できて 情報取り扱いの許諾範囲から各データ
様々な取組は行われているものの、マネ いない。また、民間から利用料を徴収で の相互連携はできていない。また、綱島
タイズ手法が確立されていない
きることが理想であるが、マネタイズ手法 でのBIMについては具体的なビジネスの
が確立されていない
アイデアがまだ出てきていない

課題

統計処理されたものではあるがインバウ
ンドの個人情報など、様々なオープン
データ収集が行われており、今後もより
増やす方針をとっている

144

データ活用においてインタビューより得られた示唆

データPF整備コスト負担のあり方・データ活用サービスのマネタイズに道筋がついていない。
個人情報の取扱いはルール整備と住民理解の両方で進んでおらず、これらへの対応が必要
データ活用型スマートシティの全体構造イメージ
国内SCの主な領域 １
民間サービス

サービス/
アプリ
ケーション

行政サービス
住民の安全・安心
Ex.) 防災関連サービス
上下水サービス

事業者の経済活動の促進や
住民の生活利便性・快適性
の向上に寄与するもの
Ex.) MaaS
働き方改革支援
飲食等のマッチング
など

２
データ
プラット
フォーム

データ蓄積／データ統合／データ配信

3 4
データ
収集

行政
情報

各種
センサー

その他
情報

民間
保有
情報

個人
情報

データ利活用に向けた課題

関連するコメント

政策的打ち手

① 民間サービスの提供に必要となる
データが取得されていない
• 現在、主に収集されている行政データ
は民間サービスにおける重要度が低い
ため、マネタイズに繋がっていない
• ビジネス起点でどのようなデータを収集
するか検討が必要

• 個人情報はセキュアデータベースに格納
されて他には公開されず、本人に必要な
データを返すという制御のみを実施してい
る。（B）
• 商業施設の購買情報を扱った販促につ
いても、情報を扱う主体は各店舗であり
プラットフォーム上に載せる情報は統計化
したものとなっている。（A）

• マネタイズに有効な
データ種別・範囲の
特定（POCの実
施）

• マネジメント会社は住民からの管理費に
② データプラットフォーム整備にかかる
加え、空いている土地の活用や実証の
費用の負担者・負担方法が不明確
一部受託事業などのアセット活用ビジネ
• PF整備には大きなコストがかかるが、マ
スを実施して事業会社として成立させて
いる（C）
ネタイズ手法が確立されていないため投
資回収の方法がなく、負担者も不在で
ある

• データプラットフォー
ム整備に対する補
助金の交付

•
③ 個人情報の取得・取扱いについて
公的ルールの整備が遅れている
• 都市単位で個人情報を取得・活用す
るとことは従来想定されていなかったため、
それに係る規制等の整備がなされてい
ない

当時はここまでデータ利活用を想定して
いたわけではなかったため、タウンレベルで
個人情報をどの法律に基づいてどう扱う
かというところまではまだ検討段階にない。
（C）

• 都市における個人
情報取り扱いに関
わるガイドラインの
検討

•
④ 個人情報の取得・活用に対する
住民理解が進んでいない
• 個人情報の利活用はどれだけ規制整
備が進んだとしても必ず任意性が伴うが、 •
現状は理解が進んでいるとは言い難い
• 面的な活用のため、アナログなコミュニ
ティ形成等を通じた風土形成が必要

アナログのコミュニティが形成されてテスト
ベッドフィールドとして住民が反対しない
風土がなければデータ利活用も進まない。
（C）

※①のFSにてマネタイ
ズ手法が確立されたも
ののみを対象

• ③のガイドライン検
討におけるセキュリ
ティ面・利用権等に
ついて理解を促す
データが生活に還元されるところまで理解
よう広報を実施
してもらえれば、より取り組みやすい。行
政の持っている個人のデータを公開して
市民生活をもっと豊かにできればと考えて
いるが、ハードルは高い（A）
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インタビューメモ

スマートシティたかまつ （1/2）
一昨年から防災・観光分野を皮切りにスマートシティへの取組を開始、現時点で多くの個人情報を収集しているわけではない
 「スマートシティたかまつ」の取組は平成29年度から開始しているが、現時点で主に利活用するデータの中心は防災・観光分野であり、個人情報を主な
対象にしているわけではない。
 高松市では以前に高潮による大きな被害もあり、総務省の補助金を活用して、市が管理する河川・護岸にセンサを設置した。また、実証実験で、香川
県に特徴的なため池にも水位センサを設置した。
 自治体において、災害対応が早くなるというメリットはわかりやすく、IoTやデータ利活用のメリットを示す良い例になった。
 外国人観光客のレンタサイクルの位置情報を同意を得て取得しており、国籍・年代・性別の属性による分析を実施しているが、一般には公開していない。
 また、昨年度の実証実験で、高齢者見守りを目的として、ウェアラブル端末から心拍数や位置情報を取得したが、これらのデータは匿名加工した上で高
松市のプラットフォームに入れることとしている（今年度末以降に実用化予定）。
民間企業からのデータ提供の事例はまだ広がっていない
 昨年度の実証実験で、交通安全を目的として、「スマートシティたかまつ推進協議会」内の企業の社用車のドライブレコーダの映像、急ブレーキ・急ハンド
ルのデータを活用し、市内の危険箇所の抽出を実施した。その際、協議会内でデータ提供・利用の規約を新たに作り、民間企業からデータを提供しやす
い環境を整えた。
 ただ、現時点では、上記の例を含め、行政が新たにIoTセンサ等の設置することによる取組が多く、民間企業から高松市のプラットフォームにデータを提供
する事例はまだ広がっていない。
今後は特に防災分野で周辺自治体への展開も検討している
 高松市のプラットフォームを周辺自治体等に展開することで、他市町としては初期投資が少額で済む一方、高松市としてもスケールメリットが発揮できる。
防災分野では、河川の流域全体を見える化できる効果も期待できる。
 自治体がプラットフォーム外で保有しているデータと結びつけることで、今後、よりきめ細かい災害対応を実現することもと考えられる。
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スマートシティたかまつ （2/2）
首長が主導して取り組み、関連企業や市民を巻き込んでいくことが成功の鍵
 取組当初から市幹部は取組に熱心であり、市は、協議会の事務局をつとめつつも、あくまで一参加者として協議会に参画。
 市内の企業、市民から、市役所内の各局・課を巻き込んで、少しずつデータ利活用のメリットを実感してもらうことが重要。
 協議会内のワーキンググループ等の活動については、事務局（市）から呼びかけて始まるものと、参加する企業、大学等の間で自然発生的に始まるもの
の両方がある。例えば、防災分野では、香川大学と市、関係企業が協議して、過去のデータから未来の水位を予測できないか研究している。
FIWAREは平成29年度の取組開始時に導入、データ標準化に強みがある
 FIWAREによって標準化されたデータは地図上へのプロットが容易であったため、高松市のニーズと合致したことから導入を決定した。

 平成30年度には、高松市のオープンデータをFIWARE上の環境に移して活用しやすくするとともに、本番環境とは別に実証環境を構築し、市が保有する
データやその他のデータをFIWARE上で活用し、アプリ等を試作できる環境を整えた。
 FIWAREはオープンソースのソフトウェアであり、使用料等は不要。
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参考）インタビュー時受領資料（スマートシティたかまつ）
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参考）インタビュー時受領資料（スマートシティたかまつ）
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会津若松スマートシティ （1/2）
個人情報活用については母子手帳の電子化程度に留まっており、そこから民間企業が活用するという段階には至っていない
 母子手帳発行時にアカウント登録してもらうことにより、検診情報・予防接種情報を連携してアプリに配信している。今後はマイナンバーカードの個人認証
まで実施したいが、そこまではまだ進んでいない。
 個人情報はセキュアデータベースに格納されて他には公開されず、本人に必要なデータを返すという制御のみを実施している。
 アカウント紐付けは行うが、行政で確認できるレベルであって、民間企業に共有できる状態にはしていない。
 個人情報活用に関する検討は現在進めているが、あくまで自分の意志でデータを渡すのがあるべき姿であるということが基本的な考えになっており、提供対
象や公開範囲は個人で設定できることを前提としている
 母子手帳の電子化は宇都宮市を参考にした。
スマートシティ化によるマネタイズはいずれのステークホルダーにおいても成功しておらず、課題となっている
 会津若松＋は情報登録者に民間企業のレコメンドを配信しているが広告料の授受はなく、オープンデータ活用によるアプリ開発事業者も有料アプリ配信
などはおこなっていない
 アクセンチュアはあくまで実証環境として活用しており、会津若松でのマネタイズは行っていないと思われる。市から委託費といった名目でお金は払っておら
ず、他の企業も同じ状況だろう。会津は実証を比較的自由にできる場であり、他の場所で展開することでマネタイズを検討している。
 今後、防災・除雪等で会津若松＋の周辺都市への横展開も視野には入れているものの、マネタイズまでは検討できていない。
 近隣市町村との連携はあるが、県との連携はない。
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会津若松スマートシティ （2/2）
2011年8月に市長が変わったことと、震災復興支援に来ていたアクセンチュアが噛み合ったことでスマートシティ化が推進された
 震災前からあった地域の未利用材を活用したバイオマス発電構想が震災を機に注目され、アクセンチュアにその話をしたことでスマートグリッドに取り組んだ
ことがスマートシティの始まり。電力の見える化だけで使用量が3割程度下がったことで効果がよくわかり、街全体に広がっていった。
 震災一年後にはバイオマス発電を始め、未利用材の値段も設定して国内の標準となっている

 市長とアクセンチュアが中心となって企業等にも声掛けすることによって推進されている。アクセンチュアとの距離が近いことへの批判はあるものの、Aictがオー
プンしたことで働く人が増えたなど、スマートシティによる効果が視覚化されたことで今では議会も推進に賛成してくれている。
 とはいえ、ソフト面の説明もきっちり行った。過疎地域のテレビにその地区の情報が映し出されるシステムを導入するときは、その地区でそのような取組みに
理解のある人に懇切説明した。
スマートシティ化、AiCT開所による人口増加やイノベーションへの期待感は高い
 AiCT開所後、5～8月で昨年比200人の流入増加があった。今はほとんど首都圏から人がきている状態であり、今後も異動等で入れ替わっていくことは
予想されるが、これをきっかけに集積がすすむことを期待している。
 定住でなくとも関係人口の増加や、就職先があることで若者の流出防止につながるのではないかとも考えている

ICTはあらゆる部署に横串を通すためのものであるため、人事異動があっても異動先で関わり続けられるような仕組みを導入している
 役所は人事異動が多く、せっかく技術や専門性を身に着けても異動後に活用できないことが問題。会津若松では異動後に担当業務が変わってもICT技
術を別分野で活用できるようにしている。
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札幌市ICT活用プラットフォーム DATA-SMART CITY SAPPORO （1/2）
購買データや健康データなどの個人情報は統計化するなど処理を行った上で活用は推進しているが、現状SARDでは個人情報を取り扱わないという前
提のもと運営している
 DATA-SMART CITY SAPPOROは、個人情報や大量のリアルタイムデータを扱えない。
 健康促進の実証事業では、属性情報等の個人情報の取り扱いについては事業開始前に参加者へ丁寧に説明している。
 健康促進の実証事業で得られたデータは、統計データとして今後プラットフォームに掲載予定。
 商業施設の購買データと人流データによる実証事業では、購買データを提供していただく時点で統計化したものとなっている。
 プラットフォームの運営組織としてSapporo Area Regional Data Utilization Promotion Organization(SARD)を立ち上げたが、個人情報は取
り扱っておらず、いわゆる情報銀行の位置づけではない。
オープンデータ活用がすすみ、利便性が向上すれば取組への理解は進むと考えている。
 札幌圏のオープンデータ活用の底上げをするために活動しており、オープンデータをより増やすための取組を行っている。
 しかしながら、オープンデータ活用は個人・民間の自由であり、活用事例の収集の仕組みがないため成果が見えないのが実態。
 データが生活に還元されるところまで理解してもらえれば、より取り組みやすくなると考えている。
札幌市が抱える行政課題の解決にデータの協調利用を始めた。今後も良質なデータを取得し、テクノロジーの発達に対応してスマートシティをより推進し
ていきたい
 スマートシティを前面に出して、スマート化という観点から市民の意見を聞くことしていない。一般的な市民のニーズ調査からICTが効果的だと考えられるも
のとして観光・雪対策・健康の3つを選び、それらをまず発展させてスマート化への理解を促し、意見が出やすい状況を作っていこうとしている。
 今後、発展したテクノロジーを導入したとしても良質なデータがなければよい取組はできない。
 一方、データを収集するには加工が必要であったり、人手を介さなければいけないなど、手間が大きいことが障壁となっている。
 オープンデータをプラットフォームに載せるのは市役所側でできるが、その情報を企業や市民が使いやすい状態に加工・分析・可視化を行うデータサイエン
ティスト人材が不足している印象。ここが欧米との大きな差だと感じる。
 今掲げているICT活用戦略が今年度末までであるため、改定作業を進めている。戦略の改定によりこれまで以上に市民が実感できるSociety5.0を目指
す。
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札幌市ICT活用プラットフォーム DATA-SMART CITY SAPPORO （2/2）
今後は札幌圏に取組を拡大し、特定の分野だけで活用するのではなく、それぞれの地域の強みを活かすような取組へと発展させたいと考えている
 まずは札幌の連携中枢都市圏で核になっている都市と座組を形成してスマートシティを拡大したいと考えている。
 また、自治体同士で様々なものを共同利用し、観光客を周遊させるなど、お互いの長所を高めていくような取組を行いたい。特定の分野だけではなく各地
域の特性を生かしたい。
売上データを収集・分析し、SARD利用会員が自社と地域のデータを比較できる機能を提供しているが、小さな商店等の理解は進んでいない
 マネタイズの取組としては、インバウンドの人流データやSARD利用会員から得られる売上データを分析し、自社と地域のデータを比較できる機能を提供し
ている。
 しかし、小規模な商店などではまだまだ理解が進まないため、一旦無料期間を設けて活用してもらい、メリットがあると思ってもらえれば有料会員になっても
らうという取組を実施している
 9月上旬からキャッシュレスをトリガーとした取組を進めており、それをきっかけにSARD利用会員が増えればマネタイズに近づく。
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Fujisawa SST （1/2）
事業としてのスマートシティ起点ではなく、遊休地活用の検討の際にそれまで関係性を構築してきた地域への貢献という観点からSSTを開始した。
 生産拠点を海外に移すことにより、もともと国内にあった生産拠点が遊休地化する中で、それらの土地をデベロッパーに売却するのではなく自社の事業に
繋がる活用方法を検討しようとしたことが始まり。
 もちろん、財務フローの改善の観点から新規事業に投資したほうが良いという意見もあった。

 収益的な観点はもちろんだが、半世紀使っている拠点であるため地域とのつながりもあり、ものづくりしてきたことを街づくりに生かして役立て、地域貢献でき
ないかという観点で検討を始めた。

街づくりはメーカーのタッチポイントが多く親和性が高く、スマートシティの潮流における実証フィールドとして役立てると考えている
 電機メーカーのビジネスタッチポイントの数の多さ、広さを考えるとスマートシティ的なまちづくりは親和性が高い。
 街の構成要素の中でシステムネットワークもある程度の密度で構築されることでサスティナブルな街づくりが可能になり、今後のスマートシティの潮流のなかで
も実証フィールドとして役立てるのではないかと思っている。
 Fujisawa SSTは10年前からやっているため、データ利活用の観点では、当初の合意を上手く得ながら環境構築しているものの、途上である。
Fujisawa SSTではタウンマネジメント会社を設け、データ利活用したサービス事業とアセット活用ビジネスによりひとつの事業会社として成り立たせてい
る。
 Fujisawa SSTはコミュニティ版のPFによる情報配信をタウンマネジメント会社（8社出資）が行っており、すべての家に据え付けられた55型の薄型テレビ
に、タウンポータルシステムでサークルのイベントや商業施設のセールスなどのコミュニティ情報をすべて配信している。
 住民からいただいている管理費のほか、空いている土地の活用や実証の一部受託事業などのアセット活用ビジネスを実施して事業会社として成立させて
いる。
情報活用についてはまだ発展途上。今後もデータを活用したサービス創出に挑戦できるエリアとしていきたい
 主に世帯情報（エネルギー、セキュリティ、ロジスティックなど）を取得しており、住民との対話の下、今後は生活産業サービスへの利活用の可能性はあり
える。
 ただ、データ利活用ありきではなく、あくまで住民のベネフィットになることが重要。
 当時はあまりデータ利活用を想定していたわけではなかったため、タウンレベルでの個人情報の取り扱いは今後の検討テーマの一つ。
 街内でのデータ利活用はまだ発展途上。SSTは情報活用に対して理解を得やすいフィールドではあるのでそれを活用したいと考えている。
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Fujisawa SST （2/2）
アナログのコミュニティ形成によって、新しいサービス実証などを受け入れる風土を醸成することが重要である。
 データ利活用と直接の関係はないが、アナログのコミュニティが形成されてテストベッドフィールドとして住民が受容する風土がなければデータ利活用も進まな
い。今後データ利活用が進化していく中で法律で規定される部分はあると思うが、必ずどこかで任意性を伴うため、そこが重要になることは体感としてある。
 面的な利活用において物理的なつながりは必要。PF内でのコミュニティはあるが、都市課題は物理的課題が多いため切り離せない。
 当然のことではあるが、インセンティブが住民にあれば話は変わるため、様々なベネフィットが得られるデータ利活用が確立されてくれば標準化されていくとは
考えている。
海外展開は各方面から期待されており、世界各国からSSTの視察にも来ていただいている。
 海外展開についてはいろんな方面から期待をいただいているが、海外ではビジネスのタッチポイントが少なく難しい。
 国際的に注目度は高く、例えばドバイでは藤沢を参考にしていただいていると聞いているし、SSTの視察の2割~3割は海外から来ていただいている。
単なる住宅販売ではなくオペレーションまで含めたパッケージに価値を見出していただくことで、高価格でもSSTの住宅を買いたいと思えるような設計とし
ていきたい
 藤沢SSTの住宅は5500万円~6000万前後の販売価格となっていたようで、周辺の物件より割高ではあるが、それでも買いたいと思ってもらえるようなブ
ランディングやコンセプト立案することで評価につながっている。
行政との連携は、共有部分の管理などではなく行政コストを下げる街づくりという観点から行いたいと考えている。
 例えば、非常時に停電しても発電できるので行政対応を後回しにできたり、防犯カメラが設置されているので犯罪が起きづらいなど、行政コストがかからな
い街という行政政策価値づくりやブランディングも重要だと考えている。
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日系企業のソリューションの強み把握
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日系ソリューションの強み 評価方法
以下の方法により、記事ベースでインフラ等輸出実績の件数を比較し、日系企業のソリューションの強み評価を行った。
 期間：過去5年間（2014年9月～2019年9月）
 手段：Google検索、Factivaによる記事検索により
各国の製品・サービス・資金が提供されているプロジェクトを抽出
 検索対象：輸出国：日本、中国、ドイツ

※ドイツについてはGoogle検索のみのため参考情報として使用

：輸入国：インド
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対インドのスマートシティソリューション（インフラ等）輸出実績

LRTや通信ネットワーク、EMS、交通管制システム、マイクログリッドに日本の強みがある
が、各種発電や道路、EVについては中国の後塵を拝している
各国のインドに対するインフラ等輸出実績数（過去5年間）
LRT
道路
送配電（系統、変電所等）

3

通信ネットワーク
上水道
下水道

1

3
3
3

マイクログリッド
電子政府

2

小風力発電

1

オンサイト発電システム（蓄電池、自家発）

1
1

耐震建造物
遠隔教育
介護サービス
電子マネー
産業廃棄物処理
リサイクルシステム
BRT

1

Japan

6
6
6
6

China
Germany(参考)
16

12

4
4
4

3
14
6

2

1
1
1
1
1
1

自動運転システム（LRT、自動車等）

1
1

災害予知（気象、地震、洪水等）

1

一般廃棄物処理

2

14

10

7

5

1

交通管制システム（中央管制、信号等）

EV

7

4

2
2

太陽光発電
省エネビル・ハウス

8

4

病院
エネルギーマネジメントシステム

10

4

2

日本が強い分野
（実績が6件以上、または中国に対して2以上の差があるものと定義）
2
出所）各種公開情報よりNRI作成
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対インドのスマートシティソリューション（インフラ等）輸出実績
大分類

1

2

Mobility

Energy

3

ICT

4

Real Estate

5

Water

6

Education

7

Security

8

Administration

9

Medical care,Health care

10

Living

11

Disaster prevention

12

Trash treatment

中分類
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
3-1
3-2
3-3
4-1
4-2
5-1
5-2
6-1
7-1
7-2
8-1
9-1
9-2
9-3
10-1
11-1
11-2
12-1
12-2
12-3

日本
道路
LRT
BRT
EV
自動運転システム（LRT、自動車等）
交通管制システム（中央管制、信号等）
駐車場管理システム（立体駐車場等）
カーシェアリングシステム
道路課金システム
マイクログリッド
送配電（系統、変電所等）
小風力発電
太陽光発電
オンサイト発電システム（蓄電池、自家発）
コジェネシステム
エネルギーマネジメントシステム
都市プラットフォーム（OS）
通信ネットワーク
データセンター
耐震建造物
省エネビル・ハウス
上水道
下水道
遠隔教育
監視カメラシステム
顔認証システム
電子政府
病院
遠隔医療
介護サービス
電子マネー
災害予知（気象、地震、洪水等）
防災設備（消防車、防波堤）
一般廃棄物処理
産業廃棄物処理
リサイクルシステム

中国

ドイツ

8
10

10
14

2

14
1

4
1
2

3

3
7
1
5
1

4
6
16
2

4

3
1
12

1

7
1
4
6
6
1

3
6

4
4
1

3
6
2

2

1
1
1

1
1

2
1
2
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（１）日本企業にとって有望な新興国のスマートシティプロジェクトリスト
（２）日本国内のスマートシティ調査
（３）スマートシティの展開促進に向けた課題
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スマートシティの展開促進に向けた課題 サマリー①

日系企業の海外展開においては対象案件および日系ソリューションの整理がなされていない
ことが課題であり、それぞれの整理および政策的打ち手の策定が必要

案件発掘

コンセプト提案

FS/事業企画

都市コンセプトと合致した日系企業の入居や、日本型のスマート
シティ提案へのニーズはある

現地デベ

現地
デベロッパー 商社 大型投資となるため、投資判断 計画を具体化するための協業先として、現地のスタートアップや
の根拠があることが望ましい
日系の特長ある企業が把握できていることが望ましい
のニーズ/
日系企業が
直面しがちな メーカー 膨大で複雑化している案件・営業先の中から、優先して提案するべき案件・営業先がわからない
課題
その他
日系企業を売り込む際に、
(JICA,
特色をわかりやすく伝えたい
コンサル等)

有望案件の判断基準の設定

課題に対する
政策的打ち手

EPC/O&M

日系企業の強み評価 (ver.1.0)
日本のSC事例集作成

外資系企業がスマートシティの
プラットフォーマーとして台頭
してきており、大きな脅威と
なっている

SC関連企業リスト
（国内/海外）の作成
本PJTにて実施したもの
今後検討が必要なもの

企業誘致・需要喚起の支援
和製プラットフォーム輸出の強化
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図再掲
有望スマートシティの選定方法

本検討においては3つの必要条件を満たすものを有望スマートシティ候補、
それに加えて4つの十分条件を満たすものを有望スマートシティと定義した
必要条件

十分条件

各国の主要都市に存在する
スマートシティ
2015-2035年の人口増加の
CAGRが1%未満

No

④都市の発展可能性は大きいか

①FDI規制上、日本企業の
参入が認められているか

2015-2035年の人口増加の
CAGRが1%以上

Yes
No

②国などの上位計画や自治体の行政計画などの
マスタープランに位置づいているか
Yes

No

計画・構想段階

都市として解決すべき
課題が1つ以下

すでに第一工期完了 継続拡大中、
または すでに第一工期着工段階

⑥抱える都市課題※は多岐に渡っているか

③現地の開発主体は明確か
Yes

⑤開発プロセスはどの段階にあるか

都市として解決すべき
課題が2つ以上
政府主導、または
日本未関与

⑦日系企業はどの程度関与しているか
日本/現地注力且つ主要民間関与、
または 主要民間主導

非・有望スマートシティ

有望スマートシティ候補

有望スマートシティ候補

有望スマートシティ

※：Mobility, Living, Economy, Energy(Environment),ICT, Real Estate, People, Others
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図再掲
日系企業の強み評価

(ver.1.0)

LRTや通信ネットワーク、EMS、交通管制システム、マイクログリッドに日本の強みがある
が、各種発電や道路、EVについては中国の後塵を拝している
各国のインドに対するインフラ等輸出実績数（過去5年間）
LRT
道路
送配電（系統、変電所等）

3

通信ネットワーク
上水道
下水道

1

3
3
3

マイクログリッド
電子政府

2

小風力発電

1

オンサイト発電システム（蓄電池、自家発）

1
1

耐震建造物
遠隔教育
介護サービス
電子マネー
産業廃棄物処理
リサイクルシステム
BRT

1

Japan

6
6
6
6

China
Germany(参考)
16

12

4
4
4

3
14
6

2

1
1
1
1
1
1

自動運転システム（LRT、自動車等）

1
1

災害予知（気象、地震、洪水等）

1

一般廃棄物処理

2

14

10

7

5

1

交通管制システム（中央管制、信号等）

EV

7

4

2
2

太陽光発電
省エネビル・ハウス

8

4

病院
エネルギーマネジメントシステム

10

4

2

日本が強い分野
※実績が6件以上、または中国に対して2以上の差があるものと定義
2
出所）各種公開情報よりNRI作成
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