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「国内外のスマートシティの動向」
解釈で差がでる 日本と国際戦略的活況スマートシティ市場
国として企業としての対応を真剣に考える

開催趣旨要点
• 国内外スマートシティ活発化
• 都市を作り上げる “産業”
• エネルギーとＩＴのまちづくりプロジェクトと誤解
• アジアなど各国取り組みに火花
• 日本の海外活動は消極的
• スマートシティ形成のため解説

� 必要なインフラ
� 環境整備
� 実現に向けた課題
� 企業活動を促進するための施策
� 制度競争
� 各国の政策等解説
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岡 村 久 和

委員・事業参画

2011年 内閣府 環境未来都市支援委員

2011年 総務省 地域情報化アドバイザー

2012年 川崎区臨海部帰宅困難者対策協議会アドバイザー

2012年 神戸市環境未来都市ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

2013年 内閣官房 IT総合戦略室 パーソナルデーター・技術WG委員
2015年 総務省電子政府委員

2016年 スマートシティに最も影響ある 世界の５０人に選出

履歴

1955年 東京都新宿区生れ

1978年 早稲田大学商学部卒

1982年 日本IBM入社営業部門で電子部品 石油化学なと担当

2003年 環境ビジネス立ち上げ。

2004年 ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ短期

2009年 スマーターシティ事業部長

2012年 日本最大230MWの太陽光発電所事業(瀬戸内市)立上げ
2015年 電現ソリューション㈱ 取締役

2016年 亜細亜大学都市創造学部教授



自己紹介その２

著書 『Smartcity Standard』（イギリスカタパルト、2017年出版予定）
『激化するスマートシティ』（日経BP社、2017年５月出版予定）
『ＩＯＴ時代のビッグデータビジネス革命』(インプレス、2017年２月出版予定)
『スマートシティ』(アスキーメディアワークス、2011年)
スマートグリッド教科書（インプレス）

ｿｰｼｬﾙ社会が日本を変える（アスキーメディアワークス）、

地球企業への変革（工業調査会）など

本業 ロックバンド ギタリスト
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リーダーとして手掛けた主なスマートシティプロジェクト

• 神戸市 環境未来都市

• 川崎市 臨海地区 帰宅困難者への情報提供

• 横浜市 チャレンジ25地域づくり事業（計画策定）

• 北九州市 スマートコミュニティ４地区実証

• 瀬戸内市 日本最大メガソーラー発電所

• 南魚沼市福山村 限界集落エネルギー

• 米ﾆｭｰｵｰﾘﾝｽﾞ市 市長支援 IBM Smartercity
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

• 日系ＢＰｸﾘｰﾝﾃｯｸ研究所 スマートシティウィーク（イベント）

• インプレス ｽﾏｰﾄｳｨｰｸﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ(雑誌 継続中)
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50 Most Impactful
Smartcities Leaders
(World Listings)

今年２月 世界で最もスマートシティに影響ある５０名に選出
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Nikkei BP clean tech Lab
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スマートシティ技術の売り上げ: 2014-2023 
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日系ＢＰ
調査結果

Navigant
調査結果

スマートシティ地域別割合は同じ
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2000年頃 ﾖｰﾛｯﾊﾟで開始（COPが強く影響）

2007年頃 ｱﾒﾘｶでも本格化

2008年 日本で経済産業省、IBMなど
2050研究会研究会研究会研究会

2009年 NEDOなどが実験開始

2010年 ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ 4地区実証地区実証地区実証地区実証

（横浜、北九州、豊田、けいはんな）

日本政府のスマートグリッドとスマートシティ

2008年 11月 ｵﾊﾞﾏ政権

グリーンニューディール

12月 IBM スマータープラネット

スマーターシティ

世界中で都市ビジネス開始

2010年 経済産業省 ｲﾝﾄﾞDMIC ｲﾝﾄﾞﾈｼｱなど
支援開始

2011年 内閣府 環境未来都市環境未来都市環境未来都市環境未来都市公募

総合特区公募

2015年 COP21 パリ協定

スマートグリッド スマートシティ
1997年 COP3 京都議定書
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スマーターシティ

スマートシティ

スマートコミュニティ

地方創生

まちづくり

スマートシティ

日本日本日本日本 世界世界世界世界

世界は何も変わらず 進むシティビジネス
2008年

単語は変わらない単語は変わらない単語は変わらない単語は変わらない

ビジネスは膨れ上がるビジネスは膨れ上がるビジネスは膨れ上がるビジネスは膨れ上がる

言葉が変わった言葉が変わった言葉が変わった言葉が変わった

“流行語“として忘れられた“流行語“として忘れられた“流行語“として忘れられた“流行語“として忘れられた

ビジネスに参画しないビジネスに参画しないビジネスに参画しないビジネスに参画しない 日本型グループビジネス日本型グループビジネス日本型グループビジネス日本型グループビジネス

日本は入れない日本は入れない日本は入れない日本は入れない
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スマートシティ各国の感覚の差
米国米国米国米国

スマートシティ � ﾊｲﾃｸITで支えられたまち
スマーターシティ � まちの向上

中国本土中国本土中国本土中国本土

スマートシティ �新幹線で接続された高層ビルの街

中国国外中国国外中国国外中国国外

スマートシティ �本土が国際通貨元で支払い出先が元で受ける
建設ビジネス

インドインドインドインド インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア 他他他他 アジアアジアアジアアジア

スマートシティ � 先進国かそれ以上の街

ﾖｰﾛｯﾊﾟ先進国ﾖｰﾛｯﾊﾟ先進国ﾖｰﾛｯﾊﾟ先進国ﾖｰﾛｯﾊﾟ先進国

スマートシティ � より良い暮らしのより良い街

東ﾖｰﾛｯﾊﾟ東ﾖｰﾛｯﾊﾟ東ﾖｰﾛｯﾊﾟ東ﾖｰﾛｯﾊﾟ

スマートシティ � まちの再誕生 新しいまちの開発
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中国
各国

建設会社

ＢＡＮＫ

中国
中国

建設会社

ＡＩＩＢ

ドル元

元 元
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Zero
新興国新興国新興国新興国

先進国先進国先進国先進国

発展途上国発展途上国発展途上国発展途上国

目
標
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目
標

目
標
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もっと良くしたいもっと良くしたいもっと良くしたいもっと良くしたい 個々をいろいろ向上したい個々をいろいろ向上したい個々をいろいろ向上したい個々をいろいろ向上したい

先進国の先進国の先進国の先進国の

レベルになりたいレベルになりたいレベルになりたいレベルになりたい

最低限の最低限の最低限の最低限の

機能が欲しい機能が欲しい機能が欲しい機能が欲しい

スマートシティの目的とゴール
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出典 国連統計

新興国新興国新興国新興国

先進国先進国先進国先進国

発展発展発展発展

途上国途上国途上国途上国

ビジネス戦場ビジネス戦場ビジネス戦場ビジネス戦場

スマートシティビジネススマートシティビジネススマートシティビジネススマートシティビジネス 軍軍軍軍
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国内外スマートシティ市場

参考資料
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2013
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❓

2013



Hisakazu Okamura19

国内外スマートシティ市場

実際
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計画・管理計画・管理計画・管理計画・管理

インフラインフラインフラインフラ

ストラクチャーストラクチャーストラクチャーストラクチャー

市民市民市民市民

日本の本来のフォーカス

20

公共安全公共安全公共安全公共安全

医療医療医療医療

都市計画・開発都市計画・開発都市計画・開発都市計画・開発

環境

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

通信通信通信通信

交通交通交通交通

教育教育教育教育

社会保障社会保障社会保障社会保障

行政・省庁行政・省庁行政・省庁行政・省庁

管理・業務管理・業務管理・業務管理・業務

水水水水

オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック
オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック

高齢化高齢化高齢化高齢化

日本は？日本は？日本は？日本は？
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ワークショップ開催日 ２０１６年２月１２日

場所 オーストリアウィーン

参加者 オーストリア ポーランド スロベニア チェコなど

３０名の 市長・自治体職員など

議事

International Workshop “Smart Cities in practice”

東ヨーロッパのスマートシティ
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Smart City Projects

MED Project GRASP

Green Procurement in Smart Cities
LCA Algorithm

Database to create e-Market Place
Platform Connecting Suppliers with 

Authorities using EDI

ICT
Connectivity

Resiliency
4G LTE and LTE-A

Spectrum
NGNs and Fttx Projects

App Developmnent
Big Data & BI Applications

Energy
Wind
Hydro
Kinetic

LNG & CNG
Generation
Distribution

Network Planning

WWW.EQUINOXADVISORY.COM +356 2137 6242 INFO@EQUINOXADVISORY.COM

Transport
Transport Planning

Road Network
Congestion Charging

Green Multimodal Transport
Telemetrics

Transport data Capture

ﾏﾙﾀ島のﾏﾙﾀ島のﾏﾙﾀ島のﾏﾙﾀ島の

ｽﾏｰﾄｼﾃｨを専門にｽﾏｰﾄｼﾃｨを専門にｽﾏｰﾄｼﾃｨを専門にｽﾏｰﾄｼﾃｨを専門に

手掛けるコンサル会社手掛けるコンサル会社手掛けるコンサル会社手掛けるコンサル会社
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Regional Environmental Center (REC)

The REC is legally based on a 
charter signed by the 
governments of 30 countries and 
the EC
190 staff
30 nationalities
100% project based organization 
(over 100 projects/year)
Offices in 17 countries

13 topic areas: one of them is
Smart Cities and Mobility

30か国加盟のモビリティか国加盟のモビリティか国加盟のモビリティか国加盟のモビリティ

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
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Car2Goカーシェアリングのカーシェアリングのカーシェアリングのカーシェアリングの

管理画面管理画面管理画面管理画面
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Szentendre, Hungary

ハンガリーの小さな村もハンガリーの小さな村もハンガリーの小さな村もハンガリーの小さな村も

観光でスマートシティ観光でスマートシティ観光でスマートシティ観光でスマートシティ
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• Major implications also on mobility!
• A car-driving generation is growing old!
• It’s a dynamic & IT literate generation.
1. Adapt mobility systems & city services
2. Promote existing opportunities

Open issue: ageing society!

高齢化対策も高齢化対策も高齢化対策も高齢化対策も

プロジェクトにプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトに
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MUNICIPAL SERVING POINTS are situated in four the biggest
malls in the city: „Galeria Rzeszów”, „Nowy Świat”, „Rzeszów
Plaza”, „Millenium Hall”.
The points are open from Monday to Saturday between 10
a.m. to 6 p.m.
Since the opening more than 80 000 cases have been handled
in MSP SERVING POINTS FOR PUBLIC TRANSPORT

USERS:

-NOWY ŚWIAT
-PLAZA RZESZÓW

乗換駅などに自治体乗換駅などに自治体乗換駅などに自治体乗換駅などに自治体

の出店を作ったの出店を作ったの出店を作ったの出店を作った

MORE ACCESSIBLE RZESZÓW CITY OFFICE
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ヨーロッパの国を跨いだ
公共システム

ﾀﾞﾌﾞﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾘﾝ バスバスバスバス

オスロ友人宅前オスロ友人宅前オスロ友人宅前オスロ友人宅前

SMSチャージャーチャージャーチャージャーチャージャー

コペンハーゲンコペンハーゲンコペンハーゲンコペンハーゲン

一方通行自転車道一方通行自転車道一方通行自転車道一方通行自転車道
日本に興味を持たない日本に興味を持たない日本に興味を持たない日本に興味を持たない

ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ EV

ウィーンのバイオﾃﾞｨｰｾﾞﾙウィーンのバイオﾃﾞｨｰｾﾞﾙウィーンのバイオﾃﾞｨｰｾﾞﾙウィーンのバイオﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

専用バス専用バス専用バス専用バス

アムステルダムアムステルダムアムステルダムアムステルダム

EVシェアリングシェアリングシェアリングシェアリング

リーフの中古が大人気リーフの中古が大人気リーフの中古が大人気リーフの中古が大人気

100％以上の輸入税の為％以上の輸入税の為％以上の輸入税の為％以上の輸入税の為
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スマートシティ

インテリジェンス系ビジネス
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スマートシティとしての

大学ビジネス
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世界中に立ち上がる 都市創造学部
→人材が必要だから

アメリカ

Smart Cities – マサチューセッツ工科大学 MIT
Smart Cities – コロンビア大学（ﾆｭｰﾖｰｸ）

Smart City – ボストン大学

Smarter Cities- スタンフォード大学

Smart Cities Research Center-バークレー大学

イギリス

Smart Cities – エジンバラ ナピア大学

Smart Cities and Urban Analytics MSc | UCL ロンドン国際大学

Smart Leadership for Smart Cities - バーミンガム大学

その他

31
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大学とスマートシティ

32
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スマートシティ標準化ビジネス戦争
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ISO

PUBLISHED STANDARDS & STANDARDS UNDER DEVELOPMENT

• ISO 37120 Sustainable development & resilience of communities 

- Indicators for city services & quality of life 

• ISO 37121 Inventory & review of existing indicator s 

sustainable development & resilience in cities

• ISO 37122 Sustainable development in communities 

- Indicators for Smart Cities
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• Economy 
• Education
• Energy
• Environment
• Finance
• Fire and Emergency response
• Governance
• Health
• Recreation
• Safety
• Shelter
• Solid Waste
• Telecommunication and innovation
• Transportation
• Urban Planning
• Water and sanitation
• Reporting and record maintenance

• 経済

• 教育

• エネルギー

• 環境

• 金融と財政

• 火災と緊急事態反応

• ガバナンス

• 健康

• レクリエーション

• 安全

• 屋根のある家

• 固形廃棄物（ごみ）

• テレコミュニケーションと革新

• 交通

• 都市計画

• 水と衛生

• 報告とレコードメンテナンス

スマートシティ ISO37120
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Shelter Shelter Shelter Shelter （シェルター）（シェルター）（シェルター）（シェルター） ＊屋根のある家＊屋根のある家＊屋根のある家＊屋根のある家

ｽﾗﾑに住む都市人口

人口10万人当たりのホームレス数

公的肩書きの無い世帯主比率

Energy Energy Energy Energy ((((ｴﾈﾙｷﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰ))))

家庭一人当たり総電気使用量

人口における正規契約済み 電気利用者率

公共ビルにおけるエネルギー消費

都市の総ｴﾈﾙｷﾞｰ消費における再生可能エネルギー率

Fire and emergencyFire and emergencyFire and emergencyFire and emergency response response response response （火事と緊急対応）（火事と緊急対応）（火事と緊急対応）（火事と緊急対応）

人口10万人当たりの消防士の数

人口10万人当たりの火災関連死者数

人口10万人当たりの自然災害死者数

人口10万人当たりのボランティアまたは非雇用消防員数

非常対応時間

初期通報からの対応ｻｰﾋﾞｽ

初期通報からの消防対応時間

ISO37120 QOL 主指標 一部
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スマートシティ産業としての電子政府スマートシティ産業としての電子政府スマートシティ産業としての電子政府スマートシティ産業としての電子政府
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電子政府利用率

ドイツドイツドイツドイツ オーストリアオーストリアオーストリアオーストリア
スイススイススイススイス

スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデン イギリスイギリスイギリスイギリス アメリカアメリカアメリカアメリカ

出展オーストリア政府 スポークスマン（首相補佐官） ｸﾘｽﾁｬﾝ ﾙｯﾌﾟ氏
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電子ガバナンス推進体制

連邦政府連邦政府連邦政府連邦政府

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

スポークスマン（首相補佐）スポークスマン（首相補佐）スポークスマン（首相補佐）スポークスマン（首相補佐）

デジタルオーストリアデジタルオーストリアデジタルオーストリアデジタルオーストリア

地方政府及び中央政府－議会組織と産業群地方政府及び中央政府－議会組織と産業群地方政府及び中央政府－議会組織と産業群地方政府及び中央政府－議会組織と産業群

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰｽﾄﾘｱﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰｽﾄﾘｱﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰｽﾄﾘｱﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰｽﾄﾘｱ

連邦ＩＣＴﾎﾞｰﾄﾞ連邦ＩＣＴﾎﾞｰﾄﾞ連邦ＩＣＴﾎﾞｰﾄﾞ連邦ＩＣＴﾎﾞｰﾄﾞ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰｽﾄﾘｱﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰｽﾄﾘｱﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰｽﾄﾘｱﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰｽﾄﾘｱ

ｅ協同ボードｅ協同ボードｅ協同ボードｅ協同ボード

各省庁ﾞ各省庁ﾞ各省庁ﾞ各省庁ﾞ 州州州州 自治体自治体自治体自治体 地域地域地域地域

アカデミアアカデミアアカデミアアカデミア

出展オーストリア政府 スポークスマン（首相補佐官） ｸﾘｽﾁｬﾝ ﾙｯﾌﾟ氏
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オーストリア製電子政府

出展オーストリア政府 スポークスマン（首相補佐官） ｸﾘｽﾁｬﾝ ﾙｯﾌﾟ氏
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スマートシティに隠れる課題
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Water

Wastewaterは Waste と Waterに分けられる
• 水の回収が課題 次にその再生
• シカゴとシドニー サンアントニオ、ストックホルム ヨルダン サウジア

ラビアも排水再生でバイオガスエネルギーを作っている
• 様々なトイレの技術革新も進んでいる

• Arumloaと言う 1リットル水洗技術がある
• 一回だけセットすると一生繰り返し水を使える浄化槽
• 汚物や紙で炭を作るイギリスの技術
• 毎回トイレでカップに入れて捨てるトイレ
• ３００度の⾼温で炭にしてしまう 太陽光発電利⽤技術
• 毎回袋に圧縮する方法

Spring Health India 事例
• ６００村 ６年
• 550名の人が契約し働いている
• 経済成⻑とビジネスに貢献するのが社会企業
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インフラとしての地域分散エネルギー
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エンジン
⼒を作る

モーター（ダイナモ）
電気を作る

発電機

電気

爆発物
ガス

液体炭素
油

個体炭素
木

燃やす

高温ガス化

霧にする

個体炭素
炭

木材のガス化
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業界はすぐこうなる→作ったら標準にしたがる
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小型のプラントを作る人が出てくる

木質発電熱供給装置

VOLTER40
電気40kwh 熱100kwh
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平成平成平成平成27年認定・稼動予定のバイオマス発電プラント（国内）年認定・稼動予定のバイオマス発電プラント（国内）年認定・稼動予定のバイオマス発電プラント（国内）年認定・稼動予定のバイオマス発電プラント（国内）

事業社名・発電所名 発電規模（kW）

いぶきグリーンエナジー 3,550
日本海水・赤穂工場 16,530
グリーン・エネルギー研究所 6,500
グリーンバイオマスファクトリー 5,750
ZEエナジー、かぶちゃん電力 360
日新バイオマス発電 5,700
王子マテリア・富士工場6号ボイラ 80,000
日本製紙・八代工場バイオマス発電所 5,000
王子グリーンエナジー日南・日南発電所 25,000
中国木材・日向工場 18,000
グリーンエネルギー北陸・グリーンエネルギー北陸発電所 5,750
真庭バイオマス発電 10,000
ウッドワン・ウッドワン発電所 5,800
松江バイオマス発電・島根ナカバヤシ松江工場 6,250
しまね森林発電・江津バイオマス発電所 12,700
土佐グリーンパワー 6,250
霧島木質発電 5,700
JFEエンジニアリング 20,000
BPS大東 5,750
津軽バイオマスエナジー 6,250
鶴岡バイオマス・鶴岡バイオマス発電所 2,500
中越パルプ工業・川内工場発電所 23,700
王子グリーンエナジー江別発電所 25,000
昭和シェル石油 49,000
クリーンエナジー奈良 6,500
エリナス・一戸バイオマス発電施設 6,250
日立造船・木質バイオマス発電所 5,800
関電エネルギーソリューション 5,600
中国木材・伊万里事業所 9,850

出典：平成27年1月8日 日刊木材新聞

木質バイオマス発電プラントと最新小型バイオマス

名前

発電

規模

費用目

安

Volter 40 40 0.3億

松江バイオマ

ス発電

6,250 36億

あ
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40 0.05万万万万tVOLTER40

一日３６０本

毎日３６０本の木を集めるのは非現実的

一日１．５本
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地域バイオガス施設

分散エネルギー地域連携 オーストリアモデル
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2015年建設
農家の地域エネルギー基地農家の地域エネルギー基地農家の地域エネルギー基地農家の地域エネルギー基地

燃料 コーン 野菜 野菜くず わら
農業ごみ 木質チップ

１２０トン 日あたり
出⼒ １．１ＭＷ 電気が入れば 将来３ＭＷ

熱だけ １．４ＭＷ
対象 近隣６０軒 学校も含む
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老人ホームの運営企業と地元とのコラボ老人ホームの運営企業と地元とのコラボ老人ホームの運営企業と地元とのコラボ老人ホームの運営企業と地元とのコラボ

契約住民が木を持ち寄る契約住民が木を持ち寄る契約住民が木を持ち寄る契約住民が木を持ち寄る
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日本に来る ２つ

分散エネルギーへのモチベーション

• パリ協定、地球温暖化への努力
• 原発由来のフランスからの輸出電力に頼らない
• 不安定な化石燃料コストへの不安
• 木を取る人はエネルギー使う人と同一
• 行政区と関係の無い地域の徹底協力

ビジネス設計

熱供給は夏も使う様に、利用者側がビジネス設計
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スマートシティ産業としての

防災・セキュリティ
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災害データーマネージメント

危機管理危機管理危機管理危機管理

教育教育教育教育

道路道路道路道路

港港港港

準備準備準備準備

下水下水下水下水

産業産業産業産業

保険保険保険保険

回復回復回復回復 復興復興復興復興

環境環境環境環境

家家家家

精神的ｽﾄﾚｽ精神的ｽﾄﾚｽ精神的ｽﾄﾚｽ精神的ｽﾄﾚｽ

水水水水

食べ物食べ物食べ物食べ物

健康健康健康健康

管理管理管理管理

テレビテレビテレビテレビ/携帯ネットワーク携帯ネットワーク携帯ネットワーク携帯ネットワーク

地域社会地域社会地域社会地域社会

有用性有用性有用性有用性

資産資産資産資産

登録登録登録登録

心のケア心のケア心のケア心のケア

仕事創造仕事創造仕事創造仕事創造

政府の支持政府の支持政府の支持政府の支持

ﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀ

ﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀ

ﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀ

ﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀ

ﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀ

ﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾀ

中央
コントロー

ル
機能
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ﾆｭｰｵｰﾘﾝｽﾞ市 支援
災害復興か コミュニケーションか
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実際の提案チャート

NOLA.gov
Gov 2.0

Performance
Data

Mobile 
Capability

情報流通情報流通情報流通情報流通
計画と実績管理計画と実績管理計画と実績管理計画と実績管理

地域との共生地域との共生地域との共生地域との共生

ﾃﾞｰﾀｰ基準のﾃﾞｰﾀｰ基準のﾃﾞｰﾀｰ基準のﾃﾞｰﾀｰ基準の

意思決定意思決定意思決定意思決定

結果の数字を結果の数字を結果の数字を結果の数字を

基にする文化基にする文化基にする文化基にする文化

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽｶﾞﾊﾞﾅﾝｽｶﾞﾊﾞﾅﾝｽｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ



Hisakazu Okamura

川崎臨海部

帰宅困難者情報提供プロジェクト



可燃物の膜可燃物の膜可燃物の膜可燃物の膜

数十センチの津波でも石油タンクを破壊し広く薄い膜を作る



駅と臨海部の連絡ができれば多くの命が助かる
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自宅非番も全員出勤自宅非番も全員出勤自宅非番も全員出勤自宅非番も全員出勤

電気は無い、どうやって連絡ひ人を動かすか
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主要な組織が集まり４年も協議を続けた



島島島島

臨海部

企業

臨海部

企業

臨海部

企業

ＮＴＴ

基地局

臨臨臨臨海部海部海部海部

地下地下地下地下

駅駅駅駅周辺部周辺部周辺部周辺部

アゼリア

川崎川崎川崎川崎駅駅駅駅

川崎市

内線

外部

インターネッ

ト

地上地上地上地上

起業内線電話 地中埋設 金属線

企業の古い金属線内線電話線が埋まっている



課題

• 途中空中配線（架空線）の多い事が判明、埋設工事が必要

• 通信とインフラ、省庁をまたがる

• 川崎 “区”のプロジェクトとしては大きすぎる



平常時平常時平常時平常時

地域と国に貢献する町の機能地域と国に貢献する町の機能地域と国に貢献する町の機能地域と国に貢献する町の機能

災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時

すべての町の部品や機能を空輸運搬すべての町の部品や機能を空輸運搬すべての町の部品や機能を空輸運搬すべての町の部品や機能を空輸運搬

町自身が救援施設に変身町自身が救援施設に変身町自身が救援施設に変身町自身が救援施設に変身

Volter 40 
備蓄倉庫ｺﾝﾊﾟｸﾄ太陽光

冷凍冷蔵庫
温浴施設

運動指導

Houses
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

ｽﾎﾟﾝｼﾞEV

SoR (スマートシティ of レジリエンス)    プロジェクト

ヘリポート

救援訓練

民間ヘリなどで搬送
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岡村久和
okamurahh@gmail.com


