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1. はじめに

(1) 研究の背景・目的

近年国土交通省は，ICT を利用して都市の全体 適化を

目指す取り組みである「スマートシティ」に関連した政策

を推し進めている．その中で，スマートシティ全体の枠組

みを提示する「スマートシティリファレンスアーキテクチ

ャ」の作成が行われ，スマートシティを統括する ITシステ

ムである「都市OS」と呼ばれるシステムの構築が各地で進

められている．スマートシティでは都市 OS のデータ管理

機能によって，分野を横断した大量のデータが収集される． 
都市の様々なデータが収集されれば，収集したデータか

ら必要なデータを選び出して解析し，都市の課題や将来の

予測を明らかにできる．一方で，このようなデータの利活

用に基づくまちづくりを，スマートシティという枠組みの

中でどのように促進するかという研究は十分でない．この

ような取り組みは現在行われているスマートシティプロジ

ェクトにおいて，産学官のいずれにおいても十分に検討さ

れているとは言えない状況である． 
こうした背景を踏まえ本研究では，都市 OS のデータプ

ラットフォーム機能を中心に，都市のデータ解析に必要な

機能群を一つのフレームとして示し，これに基づいた都市

OSの機能の一部を構築する．さらにこの都市OSを試験的

に運用することで，都市 OS の構築や都市 OS 内のデータ

を利活用する際の課題を明らかにすることを目的とする． 
(2) 既存研究の整理

本研究に関する既存研究として，スマートシティに関す

る研究をシステム，データベース，データ利用の3つの観

点から整理した． 
i. スマートシティにおいて運用されるシステムに関す

る研究

藤本ら 1）は，スマートシティ全体でのエネルギーマネジ

メントシステム導入効果を多角的な観点から評価すること

が可能になる，都市規模エネルギーマネジメントシステム

評価基盤の開発を行った．森田ら 2）は，スマートシティの

セキュリティ脅威分析を行い，IoT デバイスの物理的な破

壊やハッキングによる不正動作への防御，ネットワークの

冗長性確保，クラウドにおける情報漏洩・改ざん防止がス

マートシティシステムにおける課題であるとした．こうし

たシステム的な面での実証や検討については行われている

が，都市計画やまちづくりに生かすためのシステムに関す

る研究は行われていない． 
ii. スマートシティにおけるデータベースに関する研究

岩井ら 3）は都市空間のセンサ情報を収集したデータベー

ス同士をネットワークで接続して，データの収集と検索を

効率良く行うシステムを開発した． また金井 4）らは，IoT
機器等から得られるメタデータの処理を担うプラットフォ

ーム，及びデータが持つ意味をプラットフォーム間で共有

するシステムを構築することで，異なるデータプラットフ

ォーム間における効率的なサービス連携・拡張性を実現す

るためのシステムを提唱した．しかし, 実際にデータをど

のように使うか，という観点からみたデータベースシステ

ム構築に関する検討は行われていない． 
iii. スマートシティでのデータ利用に関する研究

亀山 5）は，行政が公開しているオープンデータをまちづ

くりに利用する際には，データの精度向上及び量の拡大，

データ整備における財源，データの加工・分析スキル，デ

ータの公開性，予算編成へのデータ分析結果の反映，とい

う5つのポイントが，現状分析や課題抽出，施策の提案を

的確に行うために必要であるとした．また菊池ら 6）は，過

去の PT 調査のマスターデータに対して，交通ビッグデー

タによる観測OD交通量を用いて， 新時点のマスターデ

ータを推計する手法の開発を行い，総OD交通量や属性別

の外出率・原単位において改善を確認した．しかし，デー

タベースの存在を前提としたまちづくり手法の検討は行わ

れていない． 
(3) 研究の位置づけと研究の流れ

既存研究では，スマートシティにおけるシステムに関す

る研究と，データを利活用するまちづくりに関する研究が

それぞれ行われているが，この両者の関係は十分に明らか

になっていない．そこで本研究では，都市を解析しまちづ
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くりに生かすために必要な都市 OS の機能を整理し，この

機能を有するシステムを試験的に構築及び運用することで，

都市 OS をまちづくりに利用する際の課題を検討する点に

特徴がある．こうした点に着目することで，都市 OS の活

用による都市計画分野へのデータ活用を促進し，全体 適

を目指したスマートシティ実現の一助とする．  
 本研究は以下の流れで進めていく． 
 i. 都市OS・都市データプラットフォームの現状整理 
 スマートシティリファレンスアーキテクチャの都市 OS
に関する記述や，実際に都市 OS や都市データプラットフ

ォームが実装されている事例等，今までの都市 OS につい

ての取り組みについて調査し，現状を整理する． 
 ii. 都市OS機能群のフレーム作成 
都市 OS・都市データプラットフォームの現状整理をも

とに，まちづくりへむけて都市解析を行うために必要な都

市OSの機能群を一つのフレームとして示す． 
 iii. 都市OSの試験的な構築 
 作成したフレームに基づいて，都市 OS の一部機能を試

験的に構築する．  
 iv. 構築した都市OSの試験的な運用 
 構築した都市 OS を試験的に運用し，まちづくりのため

に都市OS内のデータを利活用する際の課題を整理する． 
(4) 重要語句の定義 
 i. スマートシティ 
本研究では国土交通省 7）の定義に従い，「都市が抱える

諸問題に対して，ICT 等の新技術を活用しつつ，マネジメ

ント（計画・整備・管理・運営）が行われ，全体 適化が

図られる持続可能な都市または地区」とする． 
 ii. スマートシティリファレンスアーキテクチャ 
本研究では内閣府 8）の定義に従い，「スマートシティを

実現しようとするものが，スマートシティを実現するため

に必要な構成要素と構成要素間の関係性，そして，スマー

トシティ外との関係を確認するために参照するもの」とす

る． 
 iii. 都市OS 
 本研究では内閣府 8）の定義に従い，「スマートシティ実

現のために，スマートシティを実現しようとする地域が共

通的に活用する機能が集約され，スマートシティで導入す

る様々な分野のサービスの導入を容易にさせることを実現

する ITシステムの総称」とする． 
 
2. スマートシティについての動向と整理 
スマートシティ政策は 2010 年頃からみられ，当初はエ

ネルギー分野での効率化といった分野特化型の政策が行わ

れていた．その後2016 年に，Society5.0 が「サイバー空間

とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムに

より，経済発展と社会的課題の解決を両立する，人間中心

の社会」9）と定義され，この実現を目指すことが閣議決定

された．これを踏まえ，国土交通省はスマートシティを1.(4) 
i.のように定義した上で，交通，エネルギー，行政，医療，

防災などの様々な分野を横断した「都市全体の 適化」を

目的としたスマートシティ政策を推し進めている．またこ

の一環として，各分野のデータを共通プラットフォーム上

で統合的に管理・分析することが検討されている．これら

の概念図を示すと図-1のようになる． 
 

 
データプラットフォームによってフィジカル空間とサイ

バー空間が結合することで，高度な情報化，大量のデータ

の収集・利用が行われる分野横断型スマートシティが実現

するとされる．例えば，スマートシティで生活する市民は，

物理的・時間的制約から解放されることで余剰時間が創出

されることにより，生活の質が向上する．また都市の管理

者においては，リアルタイムかつ大量の多様なデータが利

用可能になることで，ミクロ的かつ客観的な視点に基づく

適な施策の立案が可能になる． 
 

3. 都市OSの現状と課題 
(1) スマートシティリファレンスアーキテクチャにおけ

る都市OS 
 全国各地でスマートシティ事業が進められる一方で，今

後のスマートシティ事業の拡大や，長期的なスマートシテ

ィの全国的連携を見据えた標準化の取り組みとして，2020
年3月に内閣府から「スマートシティリファレンスアーキ

テクチャ」8）が公表された． 
ここで都市OS は1.(4).ⅲのように定義されている．都市

OSはその主な機能として，都市OSを利用したスマートシ

ティサービスの連携・認証・管理機能，都市 OS に保存さ

れるデータの管理・提供機能，そしてスマートシティに設

置されたデータ収集用アセットとの連携及びこれらの管理

機能といった機能を有している．都市 OS の設計はその拡

張性・展開性を担保するために，相互運用・データ流通・

拡張容易が特徴である．図-2 に都市OS を中心としたスマ

ートシティリファレンスアーキテクチャの全体像を示す． 

図-1 サイバー空間とフィジカル空間の概念図 
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(2) 実社会における都市OSの現状 
 実社会における都市 OS は実証実験の段階である事例が

多く，開発途上であるといえる．本研究では，都市 OS 及

びそれに準ずるシステムの現状について調査し，システム

の構築と都市 OS が持つデータの利用の観点から整理した． 
 i. 都市OS構築に関する現状 
国内の事例として会津若松市では，「会津若松＋」10）と呼

ばれる市民ポータルを都市OS上で導入し，運営している．

都市 OS を構築する際には，その拡張性・展開性を意識し

た設計がなされており，データ基盤とサービス間でAPI連
携を行うことで，都市 OS がスムーズに拡張可能な構造と

なっている．また高松市は，世界中のスマートシティで利

用が始まっている FIWARE というデータプラットフォー

ムソフトウェアを用いて，収集したデータの蓄積・加工・

分析等を行うデータ利活用基盤サービス「オープンデータ

たかまつ」11）の導入を進めている．一方海外に目を向ける

と，スペイン・バルセロナ市はスマートシティプラットフ

ォーム「CityOS」12）を提唱し，この枠組みに基づいてスマ

ートシティ事業を行っている．これは内閣府が示した都市

OS とは異なり，データの分析機能を中心として管理や流

通までを1つのシステムとしたものであり，実際にデータ

を収集するのは CityOS の枠組みの外である IoT センサデ

ータのプラットフォーム「Sentilo」等が担っている． 
 ii. 都市OSが有するデータの利用に関する現状 
国内の事例として，先述した「会津若松＋」10）ではユー

ザビリティなサービスの提供に主眼をおき，ログイン機能

による提供データのパーソナライズや，行政・民間情報の

統一的な提供が行われている．また高松市の「オープンデ

ータたかまつ」11）ではデータの可視化機能として，行政施

設の位置情報などを施設情報等と共にマッピングするダッ

シュボード機能を備えており，水位・潮位観測地点に設置

した IoT 機器によるリアルタイムデータも含めて，一般に

公開されている．一方海外の事例として，オランダ・アム

ステルダムでは行政がオープンデータサイト 13）を運営し

ており，リアルタイムデータを含む多くのデータが提供さ

れている．さらに行政によって設置されているデータラボ
14）では，収集されたデータを市民が主体的に利用すること

で多くのプロジェクトが立案されており，収集されたデー

タを施策に反映させる体制も整えられている．またバルセ

ロナでは，収集されたデータによってゴミ処理経路の 適

化といった施策が実現しているほか，市民主導のスマート

シティを目指した「Decidim」と呼ばれるオンライン参加型

合意形成プラットフォームの運用も行っている． 
以上のように，現在日本国内では都市 OS 全体像の標準

化が進み，統一された規格の利用や都市 OS の拡張性・展

開性の担保が試みられている． 一方，我が国は都市OSが

有するデータの利用に関して，海外の事例に比べ不十分で

あるといえる．会津若松のサービス提供や高松のデータ可

視化といった機能は先進的なものであるが，アムステルダ

ムのデータラボやバルセロナのDecidim のような，データ

利用促進に結び付く取り組みはあまり見られない．  
 

4. 都市OSの試験的な構築 
(1) 都市解析に必要な都市OS機能群のフレーム作成 
本章では，都市 OS の試験的な構築について述べる．デ

ータを利活用するまちづくりを実現するには，データに基

づいた都市解析を行い，得られたデータの背景にある原因

を探ったり，改善手法を検討したりする必要がある．こう

した解析を行うためには，都市から収集したデータを蓄積

し，これらのデータに対して統計的な処理を施したうえで，

それらを可視化する仕組みが求められる．こうした仕組み

を構築し，データ利用の促進を実現するために，都市解析

に必要な都市 OS の機能群を整理し、1 つのフレームとし

て示す．フレーム作成の際はスマートシティリファレンス

アーキテクチャに示された都市 OS の構造を参考にした．

作成したフレームを図-3に示す． 
 

 
このフレームは， IoT・センシング機器から得た動的デ

ータを収集・処理する「動的データ収集システム」，対象地

域から得た統計データや収集した動的データをサーバーへ

蓄積し，そのデータを検索する「ローカルデータ保存・検

索システム」，web上に存在するデータシステムと連携しデ

ータの検索を実行・支援する「web上データ検索システム」， 
収集したデータの数理的分析やGISによる主題図の作成を

支援する「データ可視化・分析システム」の4つの機能で

構成されている．これらの機能は，スマートシティリファ

レンスアーキテクチャに定義された都市 OS の構造のうち，

データマネジメント機能を中心に，外部データ連携機能，

図-3都市解析に必要な都市OSの機能群 

図-2 スマートシティリファレンス 
アーキテクチャ全体像 

（スマートシティリファレンスアーキテクチャ ホワイト

ペーパー8）をもとに作成） 
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アセットマネジメント機能、サービスマネジメント機能に

対応する．スマートシティリファレンスアーキテクチャに

示された都市 OS の構造と，作成したフレームに定義した

各機能との詳細な関係は図-4に示す． 
 

 
(2) 作成したフレームにおける各システムの目的 
 i. 動的データ収集システム 
 この動的データ収集・保存・検索システムは，IoT・セン

シング機器から得られるリアルタイムデータを収集し，都

市 OS へ保存するために適切に処理することを目的とする．

センシングデータを正しく運用・分析することで，きめ細

やかでより 適な実施施策の立案へつなげるための基盤を

目指すものである． 
 ii. ローカルデータ保存・検索システム 
本システムは，都市の統計データや収集・処理した動的

データを保存し，それらを円滑に利用することを目的とし

ている．行政，市民，企業など様々な主体がデータを活用

し，都市に存在する課題の解決や，新たなサービスを創出

するための基盤を目指すものである． 
 iii. web上データ検索システム 
 本システムは，都市 OS 外部のデータへのアクセシビリ

ティを向上し， より多様なデータを統合的に扱うことを目

的としている．多分野・広範囲・大量のデータをスムーズ

に利用可能な環境を作り出すことでより高度な分析を実現

し，都市に存在する課題へのより 適な施策やサービスの

実現を促進することを目指すものである． 
 iv. データ可視化・分析システム 
データ可視化・分析システムは，収集されたデータを可

視化・分析することで都市の現状や課題を明らかにし，ま

た都市の将来像を予測することを目的とする．本システム

による分析に基づいて，フィジカル空間への施策立案を目

指すものである． 
(3) 都市OSの試験的な構築 

4.(1)において，都市解析に必要な都市 OS の機能群を 1
つのフレームとして示した．これに基づき実際に都市 OS
の一部を試験的に構築する．構築の際には，フレームに示

した機能全体への拡張を考慮しつつ，ローカルデータ保存・

検索システムとデータの可視化・分析システムを中心にミ

ニマムな都市 OS の作成に心がけた．また，汎用性を考慮

して「CKAN」「FESS」「QGIS」といった，無料かつ既存の

ソフトウェアを用いた (図-5)． 
 

 
 i. データカタログソフトウェア「CKAN」 
 データカタログソフトウェアは4章で示したフレームに

おいて，動的データ収集システム，ローカルデータの保存・

検索システム，データ可視化・分析システムを担う．利用

者にとって利便性のあるシステムを通じてデータを提供す

ることによるデータ利用の促進と，API を利用したデータ

分析やサービス開発の促進を目的とする． 
 ii. 全文検索ソフトウェア「FESS」 
全文検索ソフトウェアは4章で示したフレームにおいて，

ローカルデータの保存・検索システム及びweb上データ検

索システムを担う．FESSはCKANでは検索できないデー

タの内容そのものに対する検索を行うシステムであり，大

量の既存文献や事例などの文書データの中から，必要なデ

ータを全文検索によって利用可能にすることを目的とする． 
 iii. 地理情報システムソフトウェア「QGIS」 
地理情報ソフトウェアは4章で示したフレームにおいて，

データ可視化・分析システムを担う．QGISでは，プラグイ

ンを利用して CKAN から直接データを取得することが可

能である．これを利用した効率的な可視化・分析を実現す

ることで，データを利活用したまちづくりを促進すること

を目的とする．  
 以上の結果から，都市解析を実施するのに必要な都市OS
の機能群を，スマートシティリファレンスアーキテクチャ

内で示された都市 OS の構造に基づいて構築することがで

きた．つまり，都市 OS を既存のソフトウェアによって試

験的ながら構築できたことで，都市 OS を構築するのに必

要な環境がすでに整いつつあることが確認された． 
 
5. 構築した都市OSの試験的な運用から得られた，デー

タを利活用する際の課題 
本章では，都市 OS 内のデータの利活用という観点に着

目し，実際に運用をすることでその課題を明らかにする．

具体的には，4章で構築した都市OSを，まちづくりを研究

図-4 スマートシティリファレンスアーキテクチャと 
都市OS機能群フレームの関係 

図-5 試験的に構築した都市OSの全体像と 
作成したフレームの関係 
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している大学研究室内で数か月運用し，問題点を把握する．

なお，本システムにアクセス可能なのは研究室内のネット

ワークに接続されている端末のみの環境で運用を行った．

登録したデータとして，オープンデータをはじめ賃貸契約

のある各種データ，あるいは過去の研究で収集活用したデ

ータ，その際の解析結果を静的データとして登録した． 
本システムを活用し，都市や交通にかかわる十数の研究

課題を実施した結果，都市 OS 内のデータを利活用する際

の課題は以下の3点に大別された． 
 i. 都市OSに登録されるデータの充実 
今回の試験的な運用では多くの都市・交通に関する既存

データが登録されたが，これらのデータは利用者側から見

るとまだまだ限定的な範囲にとどまってしまった．そのた

め都市 OS が必要とされる機会は少なく，都市 OS の試験

的な運用中もデータの検索には主にインターネット検索が

利用された．つまり過去のデータより 新のデータの需要

が高く，新規にデータを更新するシステムによって 新の

データを中心に検索可能なデータ量を増やしていくことが

より重要である．また，利用者が必要なデータをリクエス

トする機能を設置することで，利用者目線に立ったデータ

の充実を図ることができると考えられる． 
 ii. アクセスが制限されたデータの存在 
今回の試験的な運用では，内部情報として利用制限のあ

るデータもできるだけ都市 OS に登録した．しかし，個人

情報を含む機密性の高い情報は，セキュリティ維持のため

システムに登録できなかった．現実社会において同様の状

況が発生する可能性が高く，所有者の同意が得られない場

合や，データの機密度が高い場合，データは登録できない．

まちづくりにおいて重要なデータが活用できない場合，秘

匿処理等のなんらかの代替処置が必要となる．あるいはデ

ータ分析結果が必ずしも 適になるとは限らないことを考

慮しなければならない．今後，個人データの秘匿化技術の

進展とともに，アクセスが制限されたデータの利用を申請

する仕組みを構築するといった工夫が必要である． 
 iii. メタデータの管理 
メタデータとは，データファイルのタイトルや内容，登

録日時など，あるデータの属性や関連する情報等を記述し

たものである．都市 OS にデータを登録する際には，必要

なデータを検索しやすくするために，これらを適切に設定

したうえで登録を行う必要がある．今回の試験的な運用で

はデータを登録する際のメタデータ書式の統一とその入力

作業に時間を要した．汎用性の高い都市 OS を維持するた

めには，メタデータの書式を予め設定しておく他，継続的

な入力作業を支援する仕組みが必要である． 
 
6. おわりに 
 本研究では事例分析を通して，国内において都市 OS 構

築の標準化が進んでいる一方で，住民を巻き込んで都市OS
のデータを利用し施策に反映する体制が不十分であること

が分かった．また，提案されているスマートシティリファ

レンスアーキテクチャに対して、都市解析に必要な都市OS
機能群のフレームを提示した．さらに，このフレームを用

いて都市 OS の一部機能を試験的に構築することにより，

都市 OS を構築するのに必要な環境が整いつつあることが

確認された． 後に構築した都市 OS を試験的に運用する

ことで，データを利活用する際の課題として「都市 OS に

登録されるデータの充実」，「アクセスが制限されたデータ

の存在」，「メタデータの整備」の3つが課題を示した． 
 なお，今回試験的に作成した都市 OS は研究室内の運用

という限定的な環境下で構築されたものである．より一般

的な知見を得るためには，適用範囲を広げるともに，実際

のまちづくりの現場において運用するなどの展開が必要で

ある．さらに都市 OS の定着においては，都市 OS を利用

するまちづくり戦略を策定し，都市 OS の持続的な運営に

ついて検討すると共に，データを利活用したまちづくりへ

参加主体を呼び込むことが重要になると考えられる．  
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