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求められている新たな街づくりの在り方
データを活用した街づくりは世界各地で進められている。活用される
データは主に３つあり、自治体が提供するオープンデータ、企業活動のな
かで生み出される産業データ、そして街中に設置したセンサと個人デバ
イスを通して自動収集される匿名加工されたパーソナルデータである。
これらのデータで都市を「スマート化」していくことを目的に、データプラッ
トフォームを構築し、次世代モビリティ、ヘルスケア、商業サービスへ活用
する、市民、企業、行政それぞれが受益者となる新たな街の姿が目指さ
れている。
海外では街づくりに活用できるデータプラットフォームの有効性・必要
性については早期より謳われており、例えばMITメディアラボは地域課題
解決型イノベーションを喚起する“センサブルシティ”を提唱している＊1。
日本国内の状況はどうだろうか。従来、街づくりにおける地域課題解
決は地域行政の仕事とされる傾向が強かった。しかし課題が多様化・複
雑化し、自治体単独での取り組みは行き詰まりを見せている。
各自治体の共通課題は高齢化と人口減少、つまり社会の収縮である

が、そこに対して都市としての魅力や住民の生活の質（QoL）を高めて人
口の流出を防ぎ、一人当たりの生産性を高め、行政サービスを効率化す
ることが今求められている。地方と比べると東京のような大都市ではこ
のような地域課題解決が進んでいるが、これは民間が積極的に投資し、
多様なプレイヤーを獲得してソフト面を充実させるとともに、テクノロ
ジーを活用したイノベーションを起こし続けることに成功している所以が
大きい。
今後は地方都市においても民間からの投資によって地域課題を解決

する糸口が見出されていくだろう。官民でソフト面を充実させイノベー
ションを起こす新たな街づくりのあり方が求められているのだ。そのため
にはAIの導入や電子政府化も提案されてきているが＊2＊3、冒頭で挙げた
ように都市をデータで「スマート化」していくことを目的に、街づくりに活
用できるデータプラットフォームを構築することが前提的基盤として必要
である。

日本の自治体のデータの活用度は？ 
こうしたデータの活用度は、都市の力を見る上でも重要な指標になり
つつある。都市のスマート化のランキングとしてスペインのビジネスス
クールIESEが発表している”Cities in Motion Index”があり＊4、これは
「経済」「人的資本」「国際展開」「交通と輸送」「環境」「テクノロジー」「都
市計画」「公共経営」「ガナバンス」「社会的結束」といった10の項目を68
指標で採点したものだが、2016年からは「オープンデータプラットフォー
ム」がそのうちの一つの指標として採用されている＊5。
ちなみにこの総合ランキングにおいて180都市中、日本では東京が8
位にランクインしているものの、オープンデータプラットフォームを含む
「ガナバンス」という項目では91位と大きくランクを下げる＊6。同様に大
阪は総合ランキング72位でガバナンス104位、名古屋は総合81位でガ
バナンス113位といった具合である。首都東京および三大都市圏でもこ
の位置づけであるから、地方都市においてはより厳しい評価になるもの
と推測される。
データ活用が進まない大きな原因として、日本の自治体は目標やその
達成に至るまでのマイルストーンが不明確であり、年度予算の枠の中に
考えが限定されていること、また民間の巻き込みが不十分であることが
挙げられる＊7。

その解決のためにはオープンデータに加えて住民のデータも組み合わ
せた、より付加価値の高いコンテクストが豊富なデータをデータプラット
フォーム上で作り出し、それを外販する・売上目標を立てるという挑戦も
可能だろう。
あるいは、前述した”Cities in Motion Index”においてニューヨーク
は総合ランキング1位、ガバナンス5位であるが、この都市のオープンデー
タを基に創業し上場にまで至ったOnDeck社の例のように、オープン
データを活用した市民による新たなベンチャービジネス創出をKPIに設
定することもできる＊8。
このように住民を巻き込むためには、その自治体にある大学や企業と
連携しながら、住民にとってのメリット、協力したいと思わせる大義を設
計できるかがポイントになる。その他、都市によるデータ活用の成功事例
であるシカゴ（同ランキング総合8位、ガバナンス7位）やコペンハーゲン
（同総合31位、ガバナンス29位）でも、市民巻き込み型の活動が奏功し
ているとされる＊9。
課題はありつつも、活用の裾野は日本でも広がりつつある。2017年
時点でオープンデータの活用に取り組んでいるのは都道府県で４０、市
町村で260であり、市町村ベースでは全体の約15%となり、2013年の開
始から右肩上がりに増えつつある＊10＊11。この地道な推移には日本政府
の取り組みが背景にあるので次項で解説したい。

日本政府の動きー自治体への働きかけとデータ流通への準備
日本政府は、超少子高齢化社会における諸課題の解決を念頭に、世
界に先駆けた“超スマート社会 Society 5.0”を目指し、産学官・関係府
省連携の下、共通のプラットフォーム『超スマート社会サービスプラット
フォーム』構築を推進している＊12。
上述のように、街づくりや自治体のサービスレベルの引き上げには業
種・業界を越えた多様なプレイヤーの多岐に亘るデータの流通・活用が
鍵となるのだが、内閣官房を中心とした各省庁がその前提となるデータ
流通・活用に関する法制度全体の整備を進めている。官民データ活用推
進基本法を筆頭として、個人情報保護法（改正）、サイバーセキュリティ基
本法がそれらに該当する＊13。
自治体には2016年12月に公布・施行された官民データ活用推進基
本法が大きく作用している。これはあくまでも基本法で、現在データ活用
に取り組んでいる企業やそのビジネスに何らかの規制や義務を課すもの
ではない。しかし、国の法律として「データ活用の推進」が示されたこと
で、国や自治体によるオープンデータの公開や利活用のための取り組み
がさらに積極的に行われ、データ利用の規制や法律が緩和の方向に進
むなど、長期的に見るとデータ活用に取り組む企業の後押しになること
が期待されている。
最も慎重さを要するのは個人情報の取り扱いであるが、まさに議論の
真っ只中にある。2017年5月に施行された個人情報保護法（改正）では、
データ利活用の促進に向けて、匿名加工情報の流通の促進と個人情報
の流通のルールが整備されたが＊14、2020年に予定される個人情報保護
法改正の議論に反映することを見据えて、経済産業省と総務省がデータ
ポータビリティの検討に入っている＊15。
このようにデータの流通・活用に向けて、情報銀行制度・データ取引市
場のルール作りを含め進めていく動きがあるものの、まだ整備途上であ
り、データ活用による便益を個人及び社会全体が享受できるユースケー
スについて、国民が理解しやすいような実証実験の実施が期待される。

街づくりにおけるデータプラットフォームの活用
日本の視点
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どのようにデータを連携させるか
さて、自治体がデータを連携・流通させるために、どのようなテクノロ
ジーが必要になるのだろうか。街づくりの主役である住民個人が恩恵を
受けられるだけの価値があるサービスを生むには、オープンデータだけ
ではなく、その住民のパーソナルデータ、企業が持つ産業データとの連携
も必要になってくる。
そうした複合的なデータを蓄積し分析可能な状態にするには、個別に
存在するデータベースをAPIでつなぐ単純な構成では制約が出てくるで
あろう。多数のデータベースにまたがる多様なデータに対応し、データ連
携が容易で、より高度な分析が可能で、かつ個人情報を扱うセキュリティ
が担保できるプラットフォーム、つまり従来の縦割り型だけでなく、最初か
ら横展開を意識したプラットフォーム型が有効である。
とはいえ現時点ではプラットフォームを実現できている自治体は世界

でも少ないとされ、実証実験の段階にある都市が多いと考えられる。
データの流通・活用のレベルを上げていくには、実証実験を通じ様々
な課題をクリアする必要がある。まずは「API開放・互換性確保等の技術
的課題」、そして「エコシステム全体でのセキュリティの課題」の解決であ
る。そして何より「データ活用メリットの理解による提供者の心理的ハード
ルの軽減」が求められる。
日本では政府が観光、農業、防災、インフラ管理等々の様々な分野に実
装可能な日本版IoTサービスプラットフォームの構築、展開の必要性が議
論されており、欧州FIWAREをテンプレートにした導入が検討されている。
いまだ日本ではデファクトといえるプラットフォームは存在しないが、
欧州のデファクト化しつつあるFIWAREを例に、どのような要素が求めら
れるのかを次項で見てみよう。なおFIWAREは欧州だけでなく、米国でも
NIST（米国国立標準技術研究所）が推進するGCTC（Global City 
Teams Challenge、IoT技術をスマートシティに展開することを目的とし
米国・欧州・アジアの都市が参加するプログラム）と連携して導入するこ
とが検討されている＊16＊17。

FIWAREを例に 
「FIWARE」は、EU成長戦略「EU2020」における次世代インターネット
プロジェクト（半官半民FI-PPP）で構築されたオープンソースのIoTプラット
フォームである。スマートシティ、ヘルスケア、メディア・コンテンツ、ソーシャ
ル・ラーニング、製造・物流、交通、農業、エネルギー・環境の8つのユース
ケースに実装することを目的としており、欧州ではFIWAREが街づくりに活
用できるデータプラットフォームのデファクトとして定着しつつある＊18。
欧州域内ではスペインのサンタンデールやオランタのユトレヒトでデー

タ利活用プラットフォームとして導入されており、欧州域外も含めて89都
市、23ヶ国で展開されている＊19。
オープンソース・ライセンスフリーで各モジュールを自由に組み合わせ

て利活用ができる点、多種多様なデータをFIWAREの標準データモデル
（NGSI）で統一し、クロスドメインのデータ流通を実現できる点が特徴で
ある＊20。
現状、国内において街づくりに活用できるデータプラットフォームとし

て絶対的なデファクトは存在しないが、FIWAREは上述の技術的課題も
クリアできる点から街づくりにおけるデータ利活用プラットフォームにな
り得る可能性と魅力がある。
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ITプロバイダ企業にとっての「街づくり」ビジネスとは
課題の多様化・複雑化により自治体単独で課題を解決していくことが
限界に達し、民間の多様なプレイヤーとイノベーションでテクノロジーを
活用、ソフト面を充実させた新たな街づくりのあり方が求められているこ
とは冒頭で述べた通りだが、街づくりに活用できるデータプラットフォー
ムにおいて、民間企業にとってのマネタイズモデルは現状確立されている
とは言い難く、また自治体としても自立したデータプラットフォームを実
現するためのマネタイズモデルは模索段階といえる。
財源をどう確保するのか、自治体内部のセクショナリズムを越えられ

るか、さらには最大のステークホルダーである市民を巻き込んでいくため
の仕掛けづくりなど、対企業のビジネスとは違う難しさがある。
そこでITプロバイダ企業に期待される役割は、従来のように個々のス

テークホルダーの求めに応じてクローズドなシステムを構築するという
ものから、クラウド・デジタルで相互連携が当たり前になった現在、テクノ
ロジーの構築だけではなくサービス全体の構想力と構築力が期待され
るよう変化してきたと言える。
国・企業・個人という3つのステークホルダーの力関係も、プロジェク

トを進める上では重要になってくる。GoogleやFacebookなどの企業が
個人情報を囲い込んで民間企業の創意工夫に任せることを良しとする北
米、個人の権利を企業の権利よりも優先し個人情報の保護（オプトアウ
ト）を打ち出す欧州、共産党一党体制の下で個人の権利が軽視される一
方で個々がプライバシーを意識せず利便性を追求する中国。これらの
国々と比較すると、日本は国・企業・個人の力関係が拮抗している＊28。国
あるいは企業だけが強力な推進力を目立たせるのではないような、3者
のバランスをとったソリューションが必要になる。
冒頭に述べたように、既に自治体独力では課題解決は成しえない状
況にある。市民に寄り添って新たな街づくりをしていくためには、ITプロ
バイダ企業が主体性をもって関与していく必要がある。日本で今後どのよ
うにデータ活用が進むのかは、ITプロバイダ企業のまさに力量次第。新
たなチャンスでもあり、企業の存在感が増す時代に突入している。

総務省における平成29年度予算「データ利活用型スマートシティ推進
事業」に係る提案では、北海道札幌市、神奈川県横浜市、兵庫県加古川
市、香川県高松市の4件が採択候補先として選定されており＊21、加古川
市、高松市においては、データプラットフォームとしてFIWAREが前提とさ
れている＊22＊23。

FIWAREは今後、国内において街づくりに活用できるデータプラット
フォームとしてデファクト化していくのだろうか。この点についてはまずは
特定のユースケースにおいて、キラーコンテンツとなるアプリケーション
が開発されてくるかどうかに懸かっていると考えられる。すなわち魅力的
なアプリケーションが導入されることで、データ・ナレッジが蓄積され、ベ
ンダー参加へのインセンティブが拡大、提供価値も向上し、市民にも便
益を生み、導入ケースも増えていく…といった好循環サイクルが生まれ、
エコシステムの拡大がなされていくことが求められる。
前述の4都市の取り組みの中で、高松市の防災（水位・潮位）や札幌市

の交通（積雪・路面凍結）・医療といったテーマがどれくらいの成果を生
み出していくかは気になるところである＊24。また地域課題解決に向けた
市民主体の動きが以前から活発で、オープンデータの利活用に2012年
ごろから取り組んでいる横浜市においては特に今後の進展が興味深く、
プラットフォームの活用と合わせて先進事例となる可能性もあるので注
目していきたい＊25。
提供サービスレベルの引き上げには、業種・業界を越えたデータの流
通・活用が鍵であり、それに際しては上述のとおり「データ活用メリットの
理解による提供者の心理的ハードルの軽減」が必要であり、その大義設
計が重要である。
企業個社レベルの利益に資する情報利活用では情報提供者の理解が
得られないと考えて間違いないので、例えば、予防医療による医療費削
減、災害対策、交通事故低減、渋滞緩和など社会コスト低減を推進し、
間接的に個人が恩恵を享受できるような状態を作り出し、データ分析の
有益性を国民に理解してもらうことで、社会がデータ利活用を是とする
環境を作り上げるべきであると考える。これに成功している一例として、
アメリカ合衆国フロリダ州オーランドの郊外にある計画都市レイクノナ
（Lake Nona）における取り組みがある。レイクノナでは、ヘルスケアに
フォーカスして、街づくりに活用できるデータプラットフォームの構築が進
められており、様々な医療機関が集まる地域となっている＊26。データを提
供することで個人が恩恵を享受できる状態を作り出す、するとデータ分析
の有効性を市民が理解する、という好サイクルを生み出している事例で
あり、学ぶべき部分も多い＊27。
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