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これまでの成果と、新戦略策定の流れ

• 2013年からの７年間、官民一体となった取組を推進してきた。

• 2018年の受注額は約25兆円に達し、「2020年に約30兆円」の目標に向け増加基調。ただし、現下で

のコロナの影響に留意。

• 近年の情勢変化を踏まえ、2021年から５年間の新目標を掲げた新戦略を策定した。

(注)各種統計値や業界団体へのヒアリング等を元に集計した網羅的な集計。
「事業投資による収入額等」も含む。

〇 ７月 ９日 第４７回経協インフラ戦略会議

新戦略骨子を決定

〇１０月２７日 第４８回経協インフラ戦略会議

新戦略策定にむけた議論

〇１２月１０日 第４９回経協インフラ戦略会議

新戦略を決定

＜新戦略策定の流れ＞＜インフラ受注実績の推移＞

※ 新戦略策定に当たっては、民間有識者から構成される「インフ

ラ海外展開に関する新戦略策定に向けた懇談会」、自民党の

「経協インフラ総合戦略調査特別委員会」においても議論
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新戦略骨子（見直しのポイント）

２０１３年５月～２０２０年１２月
「インフラシステム輸出戦略」

２０２１年１月～２０２５年
「インフラシステム海外展開戦略２０２５」

我が国の力強い経済成
長の実現

（SDGs達成への貢献等は

波及効果と認識）

国際情勢の複雑化
（インド・太平洋地域は様々な変化
に直面）

新興国企業との競争激化

目的

カーボンニュートラル、デジタル
変革への対応を通じた経済成長
の実現

展開国の社会課題解決・SDGs
達成への貢献

「自由で開かれたインド太平洋」
（FOIP）の実現

SDGs（2015年国連）の考え方普及
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（現下の重要課題）

１．コロナへの対応を集中的に推進

２．カーボンニュートラルへの貢献

３．デジタル技術・データの活用促進

（目的の多様化への対応）

４．コアとなる技術の確保

５．質高インフラと現地との協創の推進

６．展開地域の経済的繁栄・連結性向上

（手法の多様化）

７．売り切りから継続的な関与へ

８．第三国での外国政府・機関との連携

社会のデジタル変革

新戦略骨子（見直しのポイント）

２０１３年５月～２０２０年１２月
「インフラシステム輸出戦略」

２０２１年１月～２０２５年
「インフラシステム海外展開戦略２０２５」

モノのコモディティ化、
インフラ維持管理・更新ニーズ増

コロナによる環境変化
官民一体となった競争力
強化

受注獲得に向けた戦略
的取組

質の高いインフラの推進

幅広いインフラ分野への
取組

他国との競争の激化

SDGs達成の重要性

FOIP実現の重要性

リスクの深化、価格競争激化

具体的施策

気候変動問題対応の重要性
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１ 現下の重要課題への対応

中断中の案件への緊急対応（展開国に対して誠実な契約
履行等を働きかけ、資金確保等）
展開国のニーズに応じ、医療・保健・公衆衛生分野の強
靭化に貢献

２０５０年カーボンニュートラル実現に向け、共同開
発・実証、海外市場の獲得等を通じ、我が国のカーボン
ニュートラルを促進するとともに、世界の脱炭素化にも
貢献
石炭火力発電プロジェクトについては、輸出要件を明確
化し、支援を厳格化

デジタル技術による既存インフラの維持管理・運営の高度化、
インフラから得られるデータを活用したサービスの展開
先進技術を有するパートナー国企業とのマッチング支援
等

① コロナへの対応の集中的推進

③ デジタル技術・データの活用促進

② カーボンニュートラルへの貢献

治療体制の強化 研究・警戒体制の強
化

ODAを通じた支援

水素ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ

先進技術の共同開発・実証

リモート技術を活用した遠隔医療システム

CCUS/ｶｰﾎﾞﾝﾘｻｲｸﾙ
二酸化炭素回収・有効利用・貯留
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２ 目的の多様化への対応

強靱化を含む質の高いインフラ投資原則の普及・実践の
ための政策対話を推進
現地ニーズに合致した開発モデルを協創するため、ス
マートシティを始め、展開国の複合領域に跨るインフラ
開発について、上流からの関与を強化

ハード・ソフト両面で、「自由で開かれたインド太平
洋」（FOIP）に資する戦略的な案件形成を推進
ビジョンを共有するパートナー国との連携を強化
適切なリスク管理のため、ODAを含む広範な公的資金
ツールを見直し・活用

プロジェクトの中で重要技術や主導権を確保した上で、
現地企業等との連携を通じたコスト競争力の確保に向け
た取組を促進
我が国企業の技術開発、組織再編・人材育成、現地企業
等との連携支援

④ コアとなる技術の確保

⑤ 質高インフラと現地との協創の推進

⑥ 展開地域の経済的繁栄・連結性向上
港湾整備・運営支援 通信網整備

金融インフラシステムの構築支援
（人材育成からシステム保守受注へ）

統合イノベーション戦略に基づき、
技術開発を支援するとともに、

成果の海外展開を推進

＜重点技術分野＞
AI技術、量子技術
安全・安心（防災等）
環境エネルギー
健康・医療 等
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３ 手法の多様化への対応

インフラの運営・維持管理（O&M）、投資による事業運
営への参画を促進
我が国の強みの特定・類型化、ODA等を活用し、インフ
ラ整備からO&Mまでの一体的な案件形成を支援、現地と
の協業に向けた人材育成・技術移転とのパッケージ支援

第三国におけるパートナー国企業との協業を促進
パートナー国政府・機関との協力枠組構築（金融機関間
の協力覚書等）と具体案件支援

⑦ 売り切りから継続的関与へ

⑧ 第三国での外国政府・機関との連携

新ウランバートル国際空港運営事業

日中第三国市場協力フォーラム

（その他）

民間資金と公的資金の連携による支援

トップセールス、議員外交との連携強化

受注時及びその後のフォローアップを含めた個別案件に関する支援

地域別取組方針に基づく戦略の推進 7
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世界各地で実装が急速に進展
都市データの収集・連携・利活用によりソリューションを提供。一方で、データや都市OSの囲い込みの懸念
モビリティ（MaaS、自動走行等）が重要な機能、役割を担う

内容
• 交通・運輸、エネルギー、住宅、水の効率的利用、行政効率化等の分野で取組が

進展。2015年には運輸省が中規模都市を対象としたコンテスト「Smart City 
Challenge」を展開

• GAFAはデータ収集・分析力を武器に海外事業も展開しているが、近年はデータ・プ
ライバシーとの関係で問題化する事例も発生

• 街中のセンサーでデータを収集し、交通・廃棄物管理等に活用
• Whimによる公共交通機関、タクシー、バイク、レンタカーなど予約、決済のモビリティ

サービス (MaaS)
• 一般家庭にスマートメータを設置し、エネルギー使用量を見える化
• 各地域のエネルギー使用量や都市インフラの状況など、さまざまな情報がオープン

データ地図上で公開
• 24時間365日利用可能な電子政府
• ブロックチェーン技術による各種料金の支払い
• 自動運転パトカー＆ドローンによる追跡

世界では、データ連携、モビリティを中心にスマートシティの実装が進展

世界のスマートシティ

コペンハーゲン
ヘルシンキEU

米国
ラスベガス

世界の都市開発の現状世界の都市開発の現状
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1. 交通インフラと連携した
ニュータウン開発による都
市機能の分散

2. 住宅の大量供給
（新市街地の整備）

3. 都市政策を実現するため
の法制度整備

• 都市部への人口集中による
住宅の不足

• 急速な都市化によるインフラ
(電気、水等)の不足

• 大気汚染、水質汚濁等の
環境問題、公害の発生

4. 住宅性能水準の向上

5. 交通インフラのネットワーク
拡大

6.  既存市街地の整備

7. 資源循環の取組み

• 生活水準の向上に伴う質の
高い住環境ニーズへの対応

• モータリゼーションの進行に伴う
交通渋滞の深刻化

• 産業構造の変化による低未利
用地の発生

• 環境意識の高まり

8. コンパクトシティ・プラス・
ネットワークのまちづくり

9. ストック再生

10. 景観保護

11. スマートシティの実現

• 環境負荷の少ないまちづくりニー
ズへの対応

• 少子高齢化・人口減少に伴う
中心市街地の活力低下

• 老朽化が進む住宅ストック活用

安定成長期 成熟期高度経済成長期

課題

解決法

1960～ 1980 ～ 2000 ～

日本の都市開発の蓄積日本の都市開発日本の都市開発
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2019年８月、内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省は、スマートシティの取組を官民連携で加速
するため、企業、大学・研究機関、地方公共団体、関係府省等を会員とする「官民連携プラットフォーム」
を設立し、事業支援等を実施することで、各地域の支援拠点づくりや次世代に向けた人材育成につなげる

スマートシティの推進に向けた体制・取組スマートシティの推進に向けた体制・取組

約160 地域で 200 事業が実証・実装 進行中（ MaaSは38事業）

11

◆データ集積とデジタル・コミュニケーション・プ
ラットフォームを活用し、福祉、教育、防災、
観光等、市民生活における様々なシーンに
対して情報通信技術（ICT）を活用した取
組を推進。

会津若松市（福島県）

◆地域内の移動データや防犯カメラ等からの情報を統
合したデータプラットフォーム及び表示アプリケーションを
立ち上げ、防犯・防災や交通利便性の向上のために活
用。

加古川市（兵庫県） Mobility as a service
（ ）



◆先行モデルプロジェクト ◆重点事業化促進プロジェクト 第一次選定：2019年(R１年)5月
第二次選定：2020年(R２年)７月
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※赤着色はR2年度に
追加選定された地区

スマートシティモデルプロジェクト

全43事業
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昨年10月、我が国のこれまでの都市開発の実績にIoTやAI,ビックデータといった
新しい技術を取り入れたスマートシティ事例集（カタログ）を取りまとめ公表

日本のスマートシティ ～SDGsなど世界が抱える課題を日本のSociety5.0で解決～

課題とソリューション
① 世界最高レベルの安全・安心な社会の実現
（例：防犯、防災、交通事故減少等）
② 交通・物流インフラの最大限の能力発揮
（例：MaaS、自動運転、カーシェア等）
③ エネルギーの効率的活用と省エネ・ゼロエミッショ
ンの実現
④ 世界最高レベルの循環型社会の実現

我が国の特徴３本柱

①エコシティ
（環境共生都市）

②TOD
（公共交通指向型
都市開発）

③災害に強いまちづくり
（レジリエント・シティ）

⑤ 世界を驚愕させる感染症対策・公衆衛生
⑥ 教育へのアクセス拡大・教育の質の向上（遠
隔・オンライン教育）
⑦ 世界を惹きつける観光資源の活用
⑧ 信頼するに足るインフラのアセット・マネジメント、

長寿命化
⑨ 安全で高品質な農業生産・流通基盤

本編： https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/pdf/Japan's_Smart_Cities-1(Main_Report).pdf
事例集：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/pdf/Japan's_Smart_Cities-2(Cases_and_Examples).pdf

スマートシティカタログURL

スマートシティカタログスマートシティカタログ

14



はじめに
都市問題の深刻化と地球規模課題への対応
世界では急速な都市化（2050年には人口の7割が都市に集中）により、交通渋滞、水・エネルギーの供給、汚水・廃棄物処理等の問題の深刻化

が懸念される。さらに、①気候変動による災害の増加・激甚化、②新型コロナウイルスのような感染症対策やそれと共存可能な社会活動様式等の地球
規模課題が浮上し、ソリューションとしてスマートシティの重要性が増している。

Society5.0が導く社会課題解決と経済成長
日本は、デジタル技術を活用したスマートシティを進める際の理念として、Society5.0を掲げてプロジェクトを進めている。Society5.0は、サイバー（デ

ジタル）とフィジカル（実体）を融合させる最先端の技術を使い、社会課題の解決と経済発展を両立させながら、人間中心の社会の構築を目指す取
組である。

日本の豊富な都市構築の蓄積
日本の強みは、国内外の様々な都市開発等で培った経験・ノウハウであり、例えば、防災や減災、公共の安全確保の面で世界最高水準のまちづくり、
エコシティ等の環境共生都市、交通渋滞のない公共交通指向型開発（TOD：Transit-Oriented Development）の都市、世界有数の光ファイ
バーや5Gの基盤通信インフラの整備実績などを有している。それら豊富な都市ソリューションは、今後都市でデジタル技術を活用した新サービスの創出や
生活の質の高度化等を図る上で欠かせない土台となる。

日本のスマートシティのオリジナリティ
こうした豊富な経験・ノウハウを基礎に、日本は、多くの市民や企業が参加できる、オープンで透明の高いことを原則、全体を貫くコンセプトにして、スマー

トシティの構築を目指している。
このコンセプトを体現する日本の都市OS、即ち都市のあらゆるデータを収集・管理する情報連携基盤（プラットフォーム）は、徹底して住民目線に立

ち、複合的でパーソナライズされたサービスを提供するとともに、他都市への展開も可能とするデータの相互運用性や流通性を有している。さらに、日本の
都市OSは、地域の成長や技術の発達に応ずる拡張容易性を有し、システムを継続的かつアジャイルに（素早く変更しながら）維持・発展させることが
可能である。
その際、日本のスマートシティは、Free、Trust、Credibleな規範を志向し、特にデータの取り扱いについては、特定の大企業に独占させない、過重な

規制は課さない、国家の監視はしないことを「日本のオリジナリティ」としており、G20大阪サミットで示したDFFT（Data Free Flow with Trust) を遵
守する。

スーパーシティが切り拓く総合的な未来都市
しかしながら、先端技術を活用して、社会のあり方を根本から変えるようなスマートシティ構築の動きは、国際的に急速に進展しており、地球環境問題

の関心の高まりや今般の感染症により、さらに加速している。
このため、日本では、これまでの都市基盤整備からデジタル技術を活用して拡張発展していくスマートシティの構築に加え、最初から都市の全面的な領

域・分野にデジタル技術を導入し､大胆な規制改革を併せて行い、複数の都市でのデータ連携もビルトインした「スーパーシティ」構想を推進する。

未来へ
本カタログは、日本が提供可能なスマートシティのノウハウをメニュー化したものであり、世界各都市のSDGs達成と、国連が提唱する環境・社会・経済

の各面から見た都市の価値向上に向けた取組の一助となれば幸いである。 15



世界で評価される日本の都市基盤整備
~我が国の特徴３本柱は、データ駆動型都市への布石~

①エコシティ
（環境共生都市）

②TOD
（公共交通指向型都市開発）

③災害に強いまちづくり
（レジリエント・シティ）

低炭素、資源循環、環境負荷低減等の面を徹底的に配慮

公共交通を中心とした都市開発で交通渋滞の回避と都市機能を
高度化

防災大国日本の知見を世界へ共有
我が国は，地理、地形、地質、気象などの自然条件から，地震、台風などによ
る災害が発生しやすい国土です。過去、幾多の災害を経験している我が国は、
災害から身と財産を守るための防災・減災に積極的に取り組んできました。安心
した暮らしができるよう、社会インフラの強靭化とともに、災害を予測・予防する技
術や警報システム、災害の被害を少しでも減ずる技術開発をまちづくりに活かして
います。

自動車に依存しない都市開発として、我が国では公共交通を中心とした都市開
発（TOD)が進められてきました。鉄道駅を中心として歩ける距離にオフィスや商
業、ホテル等の複合施設を配置するとともに、鉄道沿線の郊外部では鉄道駅周
辺に計画的に住宅地を配置。こうした都市構造とすることで、交通渋滞を回避し
つつ、都心部では高度な都市機能が集積されることになります。

化石資源に乏しい我が国は、貴重なエネルギーを大切に使うため、エネルギー消
費効率の向上に努めてきました。1970年代のオイルショックを契機に、エネルギー
の効率的な利用の追求から、徹底した環境への配慮に繋がっています。その流
れは、低炭素社会、資源循環、環境負荷の低減等の面において、ハードとソフ
トの両面で環境に配慮した都市＝エコシティ（環境共生都市）としての取り組
みにあらわれています。
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今後は、従来の都市基盤整備の強みに「＋DX（Digital Transformation」するこ
とで、社会課題解決と経済発展を両立させた、人間中心の社会（「Society 5.0])の
構築へと前進する。

あらゆるモノがインターネットで接続。リアルタイムで情
報提供する等、産業、生活の効率化に貢献

膨大なデータを人間に代わって短時間で集計・分析。
これまでにない分析から、新たな発見が期待

ドライバー不足や地域公共交通の確保、MaaSに
貢献。ヒューマンエラーを排除し安全面の確保でも
期待

指紋や瞳による認証はすでに幅広く採用。バス料金
の自動支払いなど、新たなサービスが進展

TOD

エコシティ
災害に強い
まちづくり

IoT ビッグデータ・AI

自動運転 生態認証
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ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）について

ASEAN各国および実証都市（10ヶ国26都市）
インドネシア
（ジャカルタ、バニュワンギ、
マカッサル）

カンボジア
（プノンペン、バッタンバン、
シェムリアップ）

シンガポール タイ
（バンコク、チョンブリー、
プーケット）

フィリピン
（マニラ、セブ、ダバオ）

ブルネイ
（バンダル・スリ・ブガワン）

ベトナム
（ホーチミン、ダナン、
ハノイ）

マレーシア
（クアラルンプール、クチン、ジョ
ホールバル、コタキナバル）

ミャンマー
（ヤンゴン、マンダレー、
ネピドー）

ラオス
（ビエンチャン、
ルアンパバーン）

○ 2018年ASEAN議長国シンガポールが提案した、ASEAN加盟各国のそれぞれ3都市程度がスマートシティ
開発のために協力するためのプラットフォーム。

○ ASCNの目標
（1） スマートシティ開発について実証都市間の協力促進
（2） 民間と協力しての有望なプロジェクト開発
（3） 域外のパートナーからの資金調達等の協力促進

○ ASCNでは、各都市がそれぞれのニーズに応じて優先する分野（交通、水質、エネルギー、公共サービス、
ICT等）を選択

概要

18



ASCNスマートシティ・アクションプラン

2018年5月22日～25日に、
ASCN26都市の代表者が集まり、
シンガポールで開催された第１
回のガバナンス会合において策
定された。
その後、2018年7月8日に同

じくシンガポールで開催された
第１回のASCN年次会合におい
て、ASCN26都市のために是認
された。
本アクションプランには、ス

マートシティの整備を目指す
ASCN26都市の2025年までのス
マートシティ開発のためのビ
ジョンや優先すべきプロジェク
トの概要等が記載されている。
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優先プロジェクト① 優先プロジェクト②

ブルネイ バンダル・スリ・ブガワン カンポン・アイールの再生（水上集落） クリーンな河川管理プロジェクト

カンボジア

バッタンバン 都会的な街路及び公共空間の管理 液体及び固形廃棄物管理

プノンペン 11か所の歩道再生プロジェクト 公共交通開発効率性向上プロジェクト

シェムリアップ スマートツーリスト管理システム 固形廃棄物及び排水管理

インドネシア

マカッサル 改善されたヘルスケア オンライン税務サービスの統合

バニュワンギ 産業成長の教育への浸透 観光を中心とした発展による包括的な経済成長
の創出

ジャカルタ 研究機関と潜在的起業家の連携による雇用創出OK Otrip 総合交通キャッシュレス決裁

ラオス
ルアンパバーン 都市の緑空間と生息地向け遺産湿地の復興 コンクリート舗装と歩道の建設

ビエンチャン 排水システムの構築 持続可能な交通計画

マレーシア

ジョホールバル 意思決定、現状調査及び計測のためのイスカン
ダルマレーシア都市観測（IMUO）ツール 水資源及び配水の管理

クアラルンプール G-Asset（地理空間マップ用のワンストップ・
プラットフォーム） クアラルンプール総合提出システム（KLIS）

コナキタバル スマート・ニュータウンシップ スマート水管理

クチン スマートモビリティ – 総合スマート交通信号シ
ステム 総合洪水管理・対応システム
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優先プロジェクト① 優先プロジェクト②

ミャンマー

ネピドー アフォーダブル及びローコスト住宅プロジェク
ト 国際総合大学

マンダレー 交通渋滞の管理 固形廃棄物及び廃水処理

ヤンゴン ヤンゴン街並み保全及びCBDの整備 地理データベースシステムの構築

フィリピン

セブ 統合一貫輸送システム（IITS） セブ市指令センター

ダバオ 司令官性の統合 セキュリティを備えた高度道路交通システム

マニラ 新コマンドセンター e-ファイナンスシステム

シンガポール シンガポール e-ペイメント ナショナル・デジタル・アイデンティティ
（国民電子身分証）

タイ

バンコク バンスー地区における交通ハブの開発 パホンヨーティン地区スマートシティ計画

チョンブリー スマートグリッド・プロジェクト 廃棄物発電所

プーケット 都市データプラットフォーム プーケットイーグルアイ – ビッグデータ収集及
びCCTV分析によるセーフシティ

ベトナム

ダナン 知的交通管制システム（IOC） ダナンデータセンターの改善

ハノイ インテリジェントオペレーションセンター
（IOC） 高度道路交通システムの開発

ホーチミン 統合オペレーションセンター 完全な統合緊急対応センター
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出典：SMART CITY ACTION PLANS(2018.8）



ASEAN各国および参加都市（10ヶ国26都市）
インドネシア
（ジャカルタ、バニュワンギ、
マカッサル）

カンボジア
（プノンペン、バッタンバン、
シェムリアップ）

シンガポール タイ
（バンコク、チョンブリー、
プーケット）

フィリピン
（マニラ、セブ、ダバオ）

ブルネイ
（バンダル・スリ・ブガワン）

ベトナム
（ホーチミン、ダナン、
ハノイ）

マレーシア
（クアラルンプール、クチン、ジョ
ホールバル、コタキナバル）

ミャンマー
（ヤンゴン、マンダレー、
ネピドー）

ラオス
（ビエンチャン、
ルアンパバーン）

※ASEANスマートシティ・ネットワー ク（ASCN）参加10カ国26都市リスト

日・ASEAN スマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合の開催について

【成果文書抜粋】

●日本の協力の次の最初のステップとして、ASEANの各都市の課題、ニーズ及び目指すべき姿
についての幅広い分析や、これら課題・ニーズに対応した包括的な解決策の検討・調査を行
うという提案がされた。

●ASEANと日本は、次の日・ASEANスマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合を将来、
相互に合意した上で継続開催することを含め、引き続き、ASEANのスマートシティ推進のた
め協力していくことを確認した。

ASEANスマートシティ・ネットワークへの協力ASEANスマートシティ・ネットワークへの協力

日 時 : 2019年10月8日～11日（8～9日:ASCN、８～10日:ASCC、9日:GSCA、11日:ASCN・ASCC合同視察ツアー）
場 所 : 日本・横浜
参加者: ２日間合計 約800人
内 容：オープニング/クロージング、全体会合、テーマ別分科会、官民セッション、インフラ視察ツアー 等
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目次

• インフラシステム海外展開戦略２０２５

• 国内外の動向

• スマートシティに関する我が国の取り組み
-ハイレベル会合
- JASCA
- SmartJAMP
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○ １０月８日、９日に「日・ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合」を横浜で開催。ASEAN10ヵ国21都市の代表者
のほか、国際機関、日本の民間企業・関係団体・自治体・関係府省、その他の外国政府など、延べ約800人が参加。

○ 会合では、シンポジウム、分科会等により、日本の技術・ノウハウの発信とともに、ASEAN各都市の課題・ニーズを共有。 また、官民ビ
ジネスマッチングセッション等を通じて、参加者間のネットーワーク構築を実現。9日のクロージングにおいては、成果文書を採択し、各府
省・民間企業等で設立した「日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク官民協議会」(JASCA)※を主体に今後ASEANでのスマートシ
ティ実現に向けて協力をしていくことなどを確認。さらに、本会合期間中に、ASEAN 各都市や政府系機関との間で７つの覚書等の署
名が行われるなど、個別の協力関係も構築。
※関係府省、民間企業、自治体等が連携し、ワンストップの窓口として国（都市）ごとに案件組成を推進する体制

○ 本週を「アジア・スマートシティ・ウィーク」とし、10月8日～10日に横浜市が主催した「第８回アジア・スマートシティ会議」、10月9日に
内閣府・世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターが主催した「グローバル・スマートシティ・アライアンス設立会合」と連携開催。

日ASEANスマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合 結果概要

日ASEANスマートシティ・
ネットワーク・ハイレベル会合
日ASEANスマートシティ・

ネットワーク・ハイレベル会合

ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク（ＡＳＣＮ）※への協力を
推進するため、ＪＡＩＦ（日・ＡＳＥＡＮ統合基金）採択事業として
ＡＳＥＡＮ諸国及び国内関係省庁と連携して開催。

（１）日 程： 令和元年１０月８日（火）及び９日（水）

（２）場 所：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
（３）主 催： 国土交通省

（協力：外務省、総務省、経済産業省、環境省）

（４）議 長：日本・国土交通省（国土交通審議官）及び

タイ運輸省（次官）

（５）実施機関：（独）都市再生機構（UR）

成果文書成果文書

※ASEANスマートシティネットワーク

「来年，「ASEANスマートシティネットワーク
（ASCN)東京ハイレベル会合」を・・・開催予定･･･
ASCNの実現に協力したい」
（平成30年11月日ASEAN首脳会議の安倍総理発言）

2018 年議長国であったシンガポールのリードで開始された
ASEAN の取組。10 ヵ国から26 都市が選ばれ、民間企業・諸
外国との連携を通じたプロジェクトの推進が目指されている。

9日のクロージングセッションにおいて、
成果文書（Summary Record）を採択。
＜概要＞
・会議の総括
・JASCAや関係団体等を通じた、日本の
分野横断的・包括的な協力を歓迎。まず
ニーズ分析、解決策の調査等を実施。
・次回会合を含め、ASEANのスマートシ
ティ推進への協力継続を確認。

アジア・スマートシティ・ウィーク（ASCW）
オープニングセレモニー

日・ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合
オープニングセッションでの共同議長・各都市代表者集合写真

MOC（協力覚書）・Minutes（議事録）の一覧MOC（協力覚書）・Minutes（議事録）の一覧

○クロージングの場で署名

•JHFとマレーシア国立抵当公社
•URとラオス・ルアンパバーン市
•URとカンボジア・シェムリアップ州
• URとタイ国鉄
•○会合期間中に個別に署名
•富士通（株）とミャンマー・マンダレー市
•富士通（株）とタイ・デジタル経済振興機構
•日本工営（株）とラオス・ルアンパバーン市
○会合翌日に個別に署名

•日本工営（株）とインドネシア・マカッサル市

クロージングセッション
署名の様子
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日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク官民協議会 （和文）
Japan Association for Smart Cities in ASEAN （ＪＡＳＣＡ）（英文）

官民関係者間の情報共有を強化し、分野横断的対応を効果的に行うため、令和元年10月2日設置。
民間に対する省庁の対応窓口の一元化、相手都市に関する調査・情報提供や日本の製品サービスと
のマッチング支援等に取組む。

etc.

製造業、IT、デベロッパー、建設業、エンジニアリング業、
サービス業、コンサルタント、銀行 等

JASCA

情報交換
現地会合
官民
マッチング
プロジェクト
チーム組成
事業支援

スマートシティ官民連携プラットフォーム、日本防災プラットフォーム、

防災技術の海外展開に向けた官民連絡会、スマートシティ・インスティ
テュート、世界省エネルギー等ビジネス推進協議会

関係府省 (7)

公的機関 (16)

民間企業(253)

連携組織(5)

組織構成／会員 （令和３年１月時点）

JASCA概要
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Yokohama

自治体(10)

Chiyoda KitakyushuFujieda Masuda Saitama Takamatsu Toyama UtsunomiyaEhime



首脳会議共同声明
DO HEREBY DECLARE AS FOLLOWS:

9. Promote digital connectivity, smart  city development, and innovation to be 
widely applied in the society through platforms such as  the ASEAN Smart Cities 
Network (ASCN), the Japan Association for Smart Cities in ASEAN (JASCA) 
and …
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JASCA活動

水 中央監視制御 MaaS / 観光

安全・安心 都市開発 自動運転

渋滞対策防災廃棄物処理

JASCA会員のビジネスマッチング、会員の活動支援
PPP案件、円借款・無償案件、ローカル資金案件の初期段階の検討、FS支援等組成支援
最先端技術の活用以外も基礎インフラ整備等幅広い分野を対象
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活動範囲及び案件対象分野



コンセプト
／計画

組成

実行

（横浜会合後の）フォローアップ会合
官民マッチングイベント
日本知見の共有
技術者派遣

民間企業誘致
FS (経済／技術)
日本知見の共有
技術者派遣
ファイナンススキーム紹介
ステークホルダ間調整支援
（G to G、JASCA内等）

プロジェクトマイルストーン（例） JASCA支援メニュー（例）

現状認識
目標設定
優先課題特定
予算配分／資金スキーム
マスタープラン策定

ビジネスモデル策定
設計／見積
法整備
環境アセスメント
コンセッション契約（官民）
ファイナンスクローズ

用地取得
調達
建設
O&M
サービス提供

活動はステークホルダの合意に基づく

日本知見の共有
技術者派遣
ステークホルダ間調整支援
（G to G、JASCA内等）

JASCA会員（プロジェクトチーム）によるハンズオン支援
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記念撮影 署名

州知事公邸晩餐会 視察 プロジェクト組成詳細打合せ

WEB会議

活動内容例（都市向け）

インドネシア・マカッサル市における活動

第2回ハイレベル会合
（R2.12）

WEB会議
（R2.7）

現地会合@マカッサル
（R2.2）

日本側参加者 約50名

調査事業キックオフ

署名式

G to Gの枠の活用による企業支援から具体案件の組成へ
プロジェクト組成資金援助実施



○ 「Smart City Conference with JASCA in Makassar」が日ASEANスマートシティ・ネットワーク官民協議会（JASCA）※の活
動の第一弾として２月２７日にインドネシア・マカッサル市で開催。JASCA有志会員で構成されるプロジェクトチームから日本企業等２
６団体約５０名が参加した他、ヌルヴォ内務省地方能力開発副局長、イクバル・マカッサル市長をはじめとするインドネシア側の出席
者を含め総勢延べ２００名が参加。

○ 冒頭、市川大臣官房審議官から「マカッサルとのスマートシティ実現のための日本のアプローチ」についてプレゼンテーションを実施。会合で
は、日本・インドネシア双方からのマカッサル市の都市課題解決とスマートシティ実現に寄与する取組を中心としたプレゼンテーションの後、
交通、上下水、廃棄物処理、防災、医療の分野ごとに、分野別面談およびビジネスマッチングを行った。

○ 会の成果として、今後の連携強化のため、JASCAとマカッサル市との間でRecord of Discussionに署名。また、JASCA会員とマカッサ
ル市担当部局との間で、交通、防災、医療等の分野において計９つの面談議事録に署名。設立したプロジェクトチームを通じてマカッサ
ル市におけるスマートシティ実現に向けた双方の協力関係を継続していくこと等を確認した。

○ 2月28日にはマカッサル市の全面的な協力のもと、現地でのスマートシティ化の取り組みについてインフラ施設等の視察を実施した。
※ASEANスマートシティ・ネットワーク（2018年に開始された、ASEANの各都市のスマートシティ促進を目的としたASEANの取組））への協力を推進するため、2019年10月に各府省・民間企業等で設立。

Smart City Conference with JASCA in Makassar 結果概要

【日 程】 令和２年２月２７日（木）

（２８日（金）に視察を実施）

【場 所】インドネシア共和国 マカッサル市内

【出席者】

両国で約200名（日本側：約50名、インドネシア
側約150名）
〇日本側の主な出席者

国土交通省（市川大臣官房審議官 他）、在マ
カッサル領事事務所長、JICA、JASCA会員
（交通、上下水、廃棄物処理、防災、医療分野
等）

〇インドネシア側の主な出席者

マカッサル市（イクバル市長 他）、内務省、通
信情報省、国家開発省、外務省、行政改革省、
民間企業・団体

登壇者の記念撮影

•JASCAとマカッサル市（Record of Discussion）
•日本工営（株）とマカッサル市（Record of
Discussion）
•Willer（株）とマカッサル市運輸局（Meeting Notes）
•（一財）海外通信・放送コンサルティング協会とマ
カッサル市運輸局（Meeting Notes）
•（一財）海外通信・放送コンサルティング協会とマ
カッサル市防災局（Meeting Notes）
•（株）チャレンジとマカッサル市防災局（Meeting
Notes）
•TOA（株）とマカッサル市防災局（Meeting Notes）
•（公財）日本理学療法士協会とマカッサル市保健局
（Meeting Notes）
•（株）オリエンタルコンサルタンツグローバルとマ
カッサル市情報通信局（Meeting Notes）

Smart City Conference with JASCA in 
Makassar (第1回会合）

Smart City Conference with JASCA in 
Makassar (第1回会合）

期間中に署名されたRecord of
Discussion・Meeting Notes（議事録）
期間中に署名されたRecord of

Discussion・Meeting Notes（議事録）

イクバル市長との議事録署名

マカッサル市と面談議事録を署名し
たJASCA会員

知事公邸におけるレセプション
パーティ（知事ご挨拶） 30



○ 7月2日に「Video Conference between Makassar and 
JASCA」を開催した。（JASCA活動第一弾として2月27日にマカッ
サル市で開催した「Smart City Conference with JASCA in 
Makassar」のフォローアップとして開催。)

○ ２月の会合で市担当部局と議事録を署名したJASCA会員を中心
に、早期にコンタクトを希望する4社が参加。2月にJASCA-マカッサ
ル市間で署名した議事録に従い、協力関係強化と具体的プロジェ
クト形成推進に向け、会員から提案を実施。

Video Conference between Makassar and JASCA 結果概要

【日程】 令和2年7月2日（木）
【会議手法】ZOOM
【出席者】
〇日本側：国土交通省（市川大
臣官房審議官他）、在マカッサル領
事事務所長、JASCA会員
在尼大使館、内閣官房（健康・医
療戦略室）、内閣府（防災）、環
境省、国交省各局
〇インドネシア側：マカッサル市（ル
ディ・マカッサル市長代行、地域開発
計画機構、通信情報局、地方災害
管理機構、保健局、公共事業局)

会議概要会議概要
【JASCA会員からの提案内容】
・公共安全のためのソリューション（NEC）
・地震センサー警報システム（チャレンジ）
・無線ネットワークを活用した物流トラッキング、水位監視、インフラモニタリング（京セラコ
ミュニケーションシステム）
・IoT活用とデータ収集に関するワークショップ開催提案（JTEC）
【主な発言と合意事項】
・どの提案もマカッサル市にとって重要。現在、マカッサル市の主な課題はコロナ対策に加え
「交通管理システム※1」、 「市庁舎のマネジメント」、 「市民の治安・安全性※2」である。こ
れを踏まえ、提案内容について優先順序含め整理を行い具体化に向けて提案されること
を望む。（ルディ市長代行）※1物流管理を含む、※2水害・火災対策等を含む
・各提案に対する市側担当者を特定して、会員がテーマごとに個別で詳細議論が出来る
体制とすることに合意。
・本年12月に開催予定の「第２回日ASEANスマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会
合」への、マカッサル市からの参加及びその場での活動成果発表の意向を大筋合意。

提案内容と合意事項提案内容と合意事項

参加者の記念撮影

令和2年7月 グローバル戦略
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JASCA通信について

• 日ASEANスマートシティ・ネットワーク官民協議会（JASCA）会員向けの情報提供
の充実を図るため、2021年２月から、「JASCA通信」（メールマガジン）を配信中。

• Smart JAMPに関する政府の取組状況や、スマートシティに関するイベント情報など、
スマートシティに関する情報を随時配信。
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第２回日ASEANスマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合 結果概要

第２回日ASEANスマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合

ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク（ＡＳＣＮ）への協力を推進するため、国土交通省と
関係府省が連携して開催。 ※ＪＡＩＦ（日・ＡＳＥＡＮ統合基金）採択事業。
（１）日 程： 令和２年１２月１６日（水） （２）場 所：web

（３）主 催： 国土交通省 （後援：外務省 協力：内閣府、総務省、経済産業省、環境省）

（４）議 長：日本・国土交通省（野村国土交通審議官）及びベトナム建設省（シン副大臣）

（５）実施機関：（独）都市再生機構（UR）

（６）参加者： ASEAN10ヵ国26都市の代表者のほか、国際機関、日本の民間企業・関係団体・自治体・関係府省など、参加登録数約1200。

成果文書成果文書

赤羽国土交通大臣 冒頭挨拶 野村国土交通審議官（共同議長） 挨拶

○クロージングセレモニーの場で

署名

• インドネシア・マカッサル市とア

クセンチュアとのRecord of 

Discussion

• インドネシア・マカッサル市と海

外通信・放送コンサルティング

協力とのRecord of 

Discussion

〇会合に向けた事前での署名

• 国土交通省、（独）都市再生

機構とタイ運輸省、タイ国鉄と

の協力覚書（ＭＯＣ）

• 国土交通省とタイ・デジタル経

済振興機構との協力覚書

（ＭＯＣ）

協力覚書一覧協力覚書一覧

海外スマートシティにおける具体的案件形成調査の加速化
• ＡＳＣＮ１０ヶ国２６都市を対象としたスマートシティの具体的な案件形成を加速化するための調
査を実施（5G等の技術導入に向けた調査やｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ推進に向けた調査も実施）

• 基本計画（M/P）、実現可能性調査（F/S）、人材育成計画、実証事業等
• ＡＳＣＮ参加都市を対象とした企画提案の公募に基づき、本邦企業が実施

ＡＳＥＡＮのスマートシティ関連案件への投融資の促進
• 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）によるポストコロナ成長ファシリティ（仮称）等を活用した融資

（2,000億円規模）
• 海外交通・都市開発事業支援機構（ＪＯＩＮ）の交通・都市開発事業などへの出資

（500億円規模）
• 公共性の高いプロジェクトについては、ＯＤＡ等の活用を検討

ＡＳＥＡＮ各国におけるスマートシティに関する対応強化
• 在外公館における日本企業支援窓口の積極的な活用
• スマートシティに関する情報収集と各国関係機関との連携強化、本邦企業等の進出支援等を
実施

ＪＡＳＣＡホームページ等による円滑な情報共有、相互協力
• ＪＡＳＣＡ※ホームページを開設し、日本のスマートシティ優良事例の紹介、会員企業とのリンク
や問い合わせ、企業マッチング等の情報発信を実施

• スマートシティ官民連携プラットフォームと連携し、国内の地方公共団体と連携し、相互協力等
を促進
※ＪＡＳＣＡ： 日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク官民協議会

☆彡Smart JAMP☆彡
Smart City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership

（日ASEAN相互協力による海外スマートシティ支援策）

☆彡Smart JAMP☆彡
Smart City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership

（日ASEAN相互協力による海外スマートシティ支援策）＜概要＞

• 会議の総括

• 今後引き続きJASCAを主体と

して、分野横断的かつ包括的

な協力を推進することを確認。

• 新たな支援パッケージを提案。

• 今後、早急にこの支援策が迅

速かつ有効に実施されるよう、

関係機関による具体的な作業

に取り組むことを合意。

• 今後も日本とASEANが相互に

合意した上で同会合を継続開

催し、ASEANのスマートシティ

推進のため協力し続けることを

確認。

和泉補佐官
基調講演
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海外スマートシティ展開に関する支援策

海外スマートシティの具体的案件形成調査等実施
ASEANのスマートシティ関連案件への投融資の促進
ASEAN各国におけるスマートシティに関する対応強化
JASCAホームページ等による円滑な情報共有、相互協力

Smart City supported by Japan 
ASEAN Mutual Partnership 

(Smart JAMP)
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海外スマートシティの具体的案件形成調査等実施

海外スマートシティ展開に関する支援策 １

35

ＡＳＣＮ10か国26都市を対象としたスマートシティの具体的な案件
形成を加速化するための調査を実施

ASCN参加都市を対象とした調査対象案件の企画提案の公
募に基づき、本邦企業が調査を実施

＜調査対象分野＞
都市サービスのうち、IoTやAI、ビックデータ、
ロボティクス等を活用して改善、高度化に資
するもの（インフラ整備や都市開発と同時に
行うものを含む）

【主な事例】
• 交通サービス（MaaS等）
• 防犯・防災
• エネルギー
• 行政（住民サービス、公共施設管理、デー

タの収集、分析、制御、管理をおこなうもの
を含む）

＜調査・実施内容＞
• 基本計画（M/P)
• 実現可能性調査（F/S）
• 人材育成計画
• 実証事業 など

5G、ローカル5Gの技術導入に向けた調
査（実証に関する調査を含む）
カーボンニュートラル推進に向けた脱炭素
移行支援に関する調査

を含む



ASEANのスマートシティ関連案件への投融資の促進

国際協力銀行（JBIC）による成長投資ファシリティ等を活用した融資
（2000億円規模）

海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）の都市開発事業などへの出
資（500億円規模）
・従来の交通・都市開発事業に加え、今後は、エネルギー、水道、通信施設、

廃棄物施設及びデータ収集、分析、制御、管理を行う施設へも
JOINが出資を積極的に実施

途上国の開発を目的とする公共性の高いプロジェクトについては、ODA等の
活用を検討

36

海外スマートシティ展開に関する支援策 ２

総額2500億円規模



ASEAN各国におけるスマートシティに関する対応強化

JASCAホームページ等による円滑な情報共有、相互協力
• JASCAホームページを開設し、日本のスマートシティ優良事例の紹介、

会員企業とのリンクや問い合わせ、企業マッチング等の情報発信を実施

37

海外スマートシティ展開に関する支援策 ３

• スマートシティ官民連携プラットフォームと連携し、国内の地方公共団
体と連携し、相互協力等を促進

• 在外公館における日本企業支援窓口の積極的な活用

• スマートシティに関する情報収集と各国関係機関との連携強化、本邦
企業等の進出支援等を実施



令 和 ３ 年 ４ 月 1 3 日 
総 合 政 策 局 国 際 政 策 課 

( グ ロ ー バ ル 戦 略 ) 

日ASEAN相互協力によるスマートシティ支援策“Smart JAMP”の 

案件形成調査を開始しました！ 

～第1号としてラオス・ルアンパバーン市でのマスタープラン調査を開始します～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルアンパバーン市とのキックオフ・ミーティング 

（１）日程：令和３年４月９日（金）16：00～19：30（日本時間） 

（２）形式：オンライン 

（３）出席者：<日本側> 国土交通省（小野寺参事官 他）、JICA、UR都市機構、 

調査団（(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル）他 

       <ラオス側> ルアンパバーン市（ハットサチャン市長他）、ラオス国外務省他 

（４）結果概要 

 国土交通省の小野寺参事官とハットサチャン・ルアンパバーン市長両者で確認書面（ミ

ニッツ）に署名を行い、マスタープラン調査の開始を確認した。ミーティングにおいて

は、調査団からの調査方法・方針等の説明の後、関係者を交え、今後策定するマスタープ

ラン、同市におけるスマートシティの在り方等についての闊達な意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

ハットサチャン・ルアンパバーン市長（左）と小野寺参事官（右）による署名の様子 

 

  

昨年12月に開催された日ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）ハイレベル会合
において、日本側より新たに「日ASEAN相互協力による海外スマートシティ支援策（Smart 
JAMP）」を提案し、その一環としてASEAN各都市を対象としたスマートシティの具体的案件
形成調査を実施することとしています。その案件第１号として「ルアンパバーン市におけ
るスマートシティ開発のためのマスタープラン調査」を開始することとなり、４月９日
（金）にラオス・ルアンパバーン市との間でキックオフ・ミーティングを行いました。 
本ミーティングにおいては、調査に対して必要な協力をすることや、新型コロナウイル

ス感染症の影響によりオンラインを主として調査を進めていくこと等について確認し、国
土交通省とルアンパバーン市両者で確認書面（ミニッツ）に署名を行いました。この調査
により、来年３月末までの約1年をかけて、スマートシティのマスタープランを策定する
予定です。また、意見交換のセッションでは、ルアンパバーン市から、日本のスマートシ
ティの取組に対する高い期待が示されました。 

＜問い合わせ先＞ 
国土交通省 総合政策局 国際政策課（グローバル戦略） 永野、田村（内線25213、25224） 

TEL 03-5253-8111、03-5253-8314（直通）、FAX 03-5253-1562 



別紙 

マスタープラン調査の概要 

○調査の目的 

ルアンパバーン市におけるスマートシティ開発の可能性を検討するために、同市のス

マートシティ・マスタープランのドラフトを策定すること 

 

○調査期間 

ミニッツ署名日から2022年３月末まで 

 

○調査内容 

①ルアンパバーン市におけるスマートシティ開発に関連する既存のマスタープランのレ

ビュー 

②ルアンパバーン市におけるスマートシティ開発を実現するための現状や課題の検討 

③ルアンパバーン市においてスマートシティを実現するためのプロジェクトの提案 

④ルアンパバーン市のスマートシティ・マスタープランの策定 

⑤ルアンパバーン市のスマートシティ・マスタープラン策定のためのセミナー・ワーク

ショップの実施 

 

 

ミーティングの主な内容 
・参加者自己紹介 

・調査の目的、活動内容及びスケジュールの共有 

・日本におけるスマートシティ事例紹介 

・ルアンパバーン市が抱える課題について、現状認識の共有 

・今後必要な情報・データの提示及び提供依頼 

・スマートシティの必要性について、ルアンパバーン市によるプレゼンテーション 

・マスタープラン調査全般についての意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンラインでのミーティングの様子 



                      

 令 和 ３ 年 ５ 月 １ ０ 日 

総 合 政 策 局 

国 際 政 策 課 （グローバル戦 略 ） 

海 外 プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 課 

 

日ASEAN相互協力によるスマートシティ支援策“Smart JAMP” 

案件形成調査（都市提案）の第一弾を選定しました！ 
～海外スマートシティの具体的案件形成の加速化を図ります～ 

 
昨年12月に開催された日ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）ハイレベル会合にお

いて打ち出した「日ASEAN相互協力による海外スマートシティ支援策（Smart JAMP）」に基づき、

ASEANにおけるスマートシティの具体的案件形成を進めているところです。先般、ASCNに参加す

る10 か国 26 都市に対して案件形成調査の企画提案募集を行ったところ、17 都市及び２中央政

府から計32件が提案されました。これらの提案を基に、国土交通省において調査方針案を検討

し、去る４月20日に開催した「第１回スマートシティ海外展開に関する有識者会議」における

助言も踏まえ、今回、都市提案に基づくSmartJAMPの案件形成調査の第一弾を決定し、本日、そ

の発注公示を行いましたので、お知らせいたします。 

 

１． 調査テーマの選定 

○ 昨年12月に、ASCNに参加しているASEAN10か国26都市に対して、Smart JAMPに基づく案件

形成調査の企画提案募集（2020年12月～2021年2月）を行ったところ、17都市及び２中央政

府から計32件の提案があった。そのうち第1弾として19件（12都市、２中央政府）につい

て、各都市等における案件の位置付けや調査の実施可能性等の観点から評価しつつ、調査方針案

の検討を行った。 

検討した調査方針案については、第1回スマートシティ海外展開に関する有識者会議（令和３

年４月20日開催）において、有識者の方々にご助言をいただいた（議事概要：別添１）。 
「スマートシティ海外展開に関する有識者会議」委員（五十音順） 

筑波大学 石田東生名誉教授（座長）、東京理科大学 伊藤香織教授、東京大学 加藤浩徳教授、 

国際大学 櫻井美穂子准教授、筑波大学 谷口守教授 

 

○ 上記の検討・助言を踏まえ、19件の内、14件を主たる調査テーマとして選定し、残る5件に

ついても基礎的な調査を上記14件の調査と合わせて行う方針を決定した。 
<調査の実施方針：詳細は別添２参照> 

・マスタープラン調査・・・３件 ・実施可能性（FS※）調査・・・４件 ・プレ FS 調査・・・５件 

・実証実験・・・１件 ・その他・・・１件 
※マスタープラン調査・・・マスタープランの作成・検討 

 プレFS調査・・・個別事業の選定や事業の基本的な仕様を検討する調査（FS調査の予備的調査） 

FS（feasibility study）調査・・・個別事業の実施可能性（技術面、経済性等）を検証し、実施計画を策定する調査 

 

２． 今後の予定 

○ 令和３年５月10日より発注公示を行い、受注者特定後、６月中旬頃から調査開始予定。 

○ 残る13件の提案については、引き続き検討を進め、第２回有識者会議（今月開催予定）に

て、有識者の方々にご助言いただき、調査方針を決定予定。 

 
  

 

【問合せ先】 

国土交通省 総合政策局 国際政策課（グローバル戦略） 石井、大野、田村 
TEL 03-5253-8111（内線25204、25224）、03-5253-8314（直通）、FAX 03-5253-1562 



 

別添 1 

第１回スマートシティ海外展開に関する有識者会議 議事概要 

 

 

日時：2021 年 4 月 20 日（火）14:00～16:00 

場所：オンライン 

議事概要： 

 

○座長の選任について 

 石田委員（筑波大学）が座長に選任された。 

 

○調査方針案に対する主な意見 

 事務局から説明した、第 1 弾の都市提案１９件の調査方針案に対し、委員からの特段の

異議はなかった。 

調査にあたって留意すべき事項等についての主な意見は、以下のとおり 

 案件を実施した場合の効果や、将来的な継続性についても留意していくことが必要。 

 調査実施後の持続性を確保するため、人材育成に取り組むことが重要。 

 今後どのような案件に注力していくべきか、戦略性を持って対応することが重要。 

 都市提案に対応する本邦技術が現時点で特定できない場合でも、それを理由に提案

を退けるのではなく、本邦技術の活用可能性も含めて調査をしていくことが重要。 

 既存の本邦技術の適用だけでなく、新たな技術を海外で実証させてもらうくらいの感覚

で取り組むことも重要。 

 実証事業を実施する場合には、先方の信頼を失うことがないよう、確実に成功させて

いくことが重要。 

 都市側の提案を受け止めるだけでなく、日本側から逆提案していくことも必要。たとえ

ば都市 OS については、データを分散・連携していくことが日本の目指している方向。デ

ータの集約を志向しているように見える都市提案もあるため、データの分散・連携を前

提としたプラットフォームを提案するべき。 
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昨年12月にASCNに参加している10か国26都市に対して、Smart JAMPの案件形成調査の募集
をかけたところ、19の提案主体から32の提案が応募されている状況。

国別の提案応募件数 提案内容の分類

2021年5月6日時点

Smart JAMP : ASCN各都市等からの応募状況

（中央政府を含む）

（中央政府を含む）

1

別添２



SmartJAMP 都市提案調査の実施方針
・17都市及び２中央政府（32提案）の応募

⇒ 今回、12都市及び２中央政府の調査（主テーマ14・サブテーマ５）について、実施方針を決定
・残った５都市（13提案）については、第２回有識者会議を踏まえ、実施方針を決定予定

国名 都市等名 案件調査名 調査概要

ブルネ
イ

バンダル・
スリ・ブガ

ワン

２０２１年度SmartJAMP （ブルネイ・ダルサ
ラーム国・バンダルスリブガワンにおけるス
マートシティ実現に向けた公共交通(バス)管
理システム導入等）に関する調査検討業務

バス管理システム等の導入に向けて、現地の交通状況の調査・
整理や、必要となる技術の特定、実証実験の計画検討等を実施
する。また、現地河川におけるごみの収集にあたって有効な技術
等を検討する。

プレFS調査

カンボ
ジア

中央政府
「官民連携による海外インフラ展開の推進経
費」（行政部費）を用いて対応予定

（※先方からは、loTリモートモニタリングを備えた下水道システム
の構築に向けた下水道管理マスタープラン策定等について提
案）

(その他)

バッタンバ
ン

２０２１年度SmartJAMP (カンボジア王国・
バッタンバンにおけるスマートシティ実現に向
けたマスタープラン策定等）に関する調査検
討業務

バッタンバンの具体的なエリアを設定し、そのエリアを対象に、廃
棄物管理を含むスマートシティのプロジェクトパッケージとなるマ
スタープランを検討する。

マスタープ
ラン調査

プノンペン

２０２１年度SmartJAMP (カンボジア王国・プ
ノンペンにおけるスマートシティ実現に向けた
スマートバスシェルター導入）に関する調査
検討業務

スマートバスシェルター構築に向けて、公共バスの運営状況等の
調査・整理や、必要となる技術の特定、実証実験の計画検討等を
実施する。

FS調査

2
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国名 都市等名 案件調査名 調査概要

インド
ネシア

バニュワン
ギ

２０２１年度SmartJAMP（インドネシア共和国・
バニュワンギにおけるスマートシティ実現に
向けたマスタープラン策定）に関する調査検
討業務

スマートカンポン（集落）に関する現状を整理するとともに、スマー
トカンポン推進のためのマスタープラン（Action Plan）の検討等を
行い、優先すべきサービス分野の選定と優先プロジェクトの提案
を行う。

マスタープ
ラン調査

ジャカルタ

２０２１年度SmartJAMP（インドネシア共和国・
ジャカルタにおけるスマートシティ実現に向け
たマルチモーダル交通プラットフォーム構築）
に関する調査検討業務

交通に関するデータの収集・集積・視覚化・分析を可能とするプ
ラットフォームに向けて、既存交通サービスや入手可能なデータ
の整理等、プラットフォームの大枠の検討等を行う。

プレFS調査

ラオス
ビエンチャ

ン

２０２１年度SmartJAMP (ラオス人民民主共
和国・ビエンチャンにおけるスマートシティ実
現に向けたマスタープラン策定）に関する調
査検討業務

ビエンチャンの具体的なエリアを設定し，そのエリアを対象に、ス
マートシティのプロジェクトパッケージとなるマスタープランを検討
する。

マスタープ
ラン調査

SmartJAMP 都市提案調査の実施方針
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SmartJAMP 都市提案調査の実施方針

国名 都市等名 案件調査名 調査概要

マレーシ
ア

中央政府
２０２１年度 SmartJAMP (マレーシア国・運輸省におけ
るスマートシティ実現に向けた過積載車両管理システム
導入）に関する調査検討業務

ICT機器を用いた過積載車両管理システムの導
入に向けて、現地の交通状況の調査・整理や、
必要となる技術の特定、実証実験の計画検討等
を実施する。

FS調査

クアラルン
プール

２０２１年度 Smart JAMP (マレーシア国・クアラルン
プールにおけるスマートシティ実現に向けたプラット
フォーム（都市OS）構築等）に関する調査検討業務

都市OSの活用イメージの全体像やシステム構築
案に関する調査検討を行う。また、廃棄物管理シ
ステムやシェア自転車等の導入にあたって有効
な技術等を検討する。

プレFS調査

クチン
２０２１年度 Smart JAMP (マレーシア国・クチンにおけ
るスマートシティ実現に向けた災害・交通モニタリングシ
ステム構築等）に関する調査検討業務

防災情報及び交通関連情報を住民と共有するた
めのシステム構築に向けた調査・検討を行う。ま
た、ブロックチェーン導入にあたって有効な技術
等を検討する。

プレFS調査



5

国名 都市等名 案件調査名 調査概要

フィリピン

セブ
２０２１年度SmartJAMP (フィリピン共和国・セブにおける
スマートシティ実現に向けたモビリティ・データの利活用）
に関する調査検討業務

市内交差点に設置されているカメラ映像データ
にAIを活用した映像分析技術を適用し、交通状
況把握への有効性を検証するとともに、分析情
報を活用した交通課題解決を提案する。

FS調査

ダバオ
２０２１年度SmartJAMP (フィリピン共和国・ダバオにおけ
るスマートシティ実現に向けた自動交通管制システム改
善）に関する調査検討業務

既存のスマート・トラフィック・システムが抱える課
題を整理した上で、その課題解決に向けた提案
を行うとともに、スマート・トラフィック・システムか
ら得られるデータの活用促進やデータプラット
フォームの導入等を提案する。

プレFS調査

タイ

バンコク
２０２１年度SmartJAMP(タイ王国・バンコクにおけるバン
スーエリアでのスマートシティ実現に向けた推進体制等)
に関する調査検討業務

バンスー中央駅周辺整備におけるスマートシティ
構想を実現するため、今後の事業推進体制や実
行計画等の検討を行う。

FS調査

プーケット
２０２１年度SmartJAMP(タイ王国・プーケットにおけるス
マートシティ実現に向けたMaaS等)に関する調査検討業
務

プーケットにおいてMaaSに係る実証実験を行うと
ともに、実験を通じたスマートシティの検討、公共
サービスとの連携プラットフォームの検討、実施
機関の実務能力開発のサポート等を実施する。

実証実験

SmartJAMP 都市提案調査の実施方針



参考・残った５都市(13提案）の概要

国名 都市等名 提案概要

カンボジア シェムリアップ

スマートシティに向けたロードマップ草案に関するプレFS（①スマートシティデータ収集・分析、②道路監
視CCTVシステム導入・現存のデータ収集・分析、③駐車センサーを備えた公共駐車場システム導入、
④スマート交通信号システムの改善、⑤観光関連サービスにおけるQRコード開発、⑥観光客用レンタ
サイクルサービス、⑦埋立地管理におけるモニタリングシステムのガイドライン、⑧公共のセンサー付き
ゴミ箱等のゴミ収集IoT導入の８プロジェクト）

ラオス ルアンパバーン 排水処理ろ過システム実証

マレーシア ジョホールバル

スクダイ川の河川環境管理モニタリングシステムのFS調査・実証実験

ジョホール川の災害リスク管理システムのFS調査・実証実験

スマートヘルスケア構築に向けたバンダーサイバーポートの調査

タイ チョンブリ
4K放送実証

日本企業による5Gに関するFS

ベトナム ダナン

"Hi-tech park"モデル実証

市街地公共自転車サービス実証

デジタル地図（バーチャルダナン）実証

人民委員会のデジタルトランスフォーメーション

スマート観光の公共システム実証

ビーチの監視カメラに関するシステム実証
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 令 和 ３ 年 １ 月 2 9 日 
総合政策局 
国際政策課 
海外プロジェクト推進課 

 
 

令和３年秋の国際会議の合同開催に合意 
 
国土交通省・環境省は、愛知県名古屋市に本部を置く国際連合地域開発センター（UNCRD）・愛知県

と協議し、以下の国際会議について、令和３年秋に愛知県国際展示場（「Aichi Sky Expo」）にお

ける合同開催について合意しました。会議の詳細については、後日、改めて発表します。 

 

１．令和３年秋に愛知県で開催する国際会議 

１）第３回日ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）ハイレベル会合 

急速な都市化が進展するASEAN各国へ、我が国のスマートシティ及び「質の高いインフラ」

の情報を効果的に発信するとともに、ASEAN各都市のスマートシティ化の促進に協力するため

に、2019年から開催。 

２）第14回アジアEST地域フォーラム 

UNCRDと連携してハイレベル政策対話を推進し、アジア地域におけるEST（環境的に持続可

能な交通）の実現を目指すために2005年から開催。 
 

２．合意事項 

〇 UNCRD、国土交通省、環境省及び愛知県は、令和３年秋に開催が予定されており、UNCRDが

関連する以下の国際会議について、愛知県国際展示場（「Aichi Sky Expo」）における合同

開催について合意し、今後関係者と調整する。 

 ① 第３回日ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）ハイレベル会合 

 ② 第14回アジアEST地域フォーラム 

〇 なお、令和３年度当初予算の成立が前提。また、新型コロナウイルス感染拡大の状況次第

ではオンライン開催に変更となる可能性がある。 

〇 各国際会議間の連携及び共通イベントについて調整を行うため「令和３年秋の国際会議に

関する準備会合」を設置する。 
 

３．その他 

UNCRDが関連する水と災害に関するハイレベルパネル（HELP）の関連会議が愛知県国際展示

場にて同時開催予定。 
※ 水関連災害に対する各国の取組み強化、世界の意識啓発や各種提言・支援するために設置された国際パネル。

各国の閣僚級、国際機関のリーダー等により構成 
 

【問合せ先】 
全般：総合政策局 海外プロジェクト推進課 小浪、戸部 
 代表番号：03-5253-8111（内線25803、25819）、直通番号：03-5253-8315、FAX：03-5253-1562 
ASCNについて：総合政策局 国際政策課 大野、馬場 
 （内線25204、25224）、直通番号：03-5253-8314、FAX：03-5253-1562 
HELPについて：水管理・国土保全局 河川計画課国際室 古本、北川 
 （内線35343、35354）、直通番号：03-5253-8444、FAX：03-5253-1602 
ESTについて：環境省水・大気環境局自動車環境対策課 福島、日暮 
 代表番号：03-3581-3351（内線7568、6576）、直通番号：03-5521-8303、FAX：03-3593-1049 
 

 

同時発表：環境省 


