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ワークショップの目的とやり方

 市民の目線で三田市の課題を洗い出し，あるべき姿を議論し，
スマートシティによる解決方法を考え共有する

ワークショップ後も「さんだ里山スマートシティ」での実装を視野に入れ
て引き続き検討を進める

 ワークショップ全体のながれ

1. チームビルディング・アイスブレイク

2. ワークショップ①： 課題の洗い出し，あるべき姿の議論

3. スマートシティ実現に向けたデジタル技術

4. ワークショップ②： スマートデジタル技術やデータ活用

 重要なポイント

本日の主役は市民の皆様です

身の回りの小さな課題でも大歓迎です

リラックスして楽しみましょう

ライブ配信視聴者の方々はSlidoで
積極的に投稿ください
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アイスブレイク・チームビルディング
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チームの皆さんと打ち解ける

 ワークショップはチームで取り組みます

 アイス・ブレイクを通して，チームの皆さんと打ち解けましょう

 ファシリテーションは前川先生にお願いします
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アイスブレイクの進め方 (20分)

1. ニックネームを考えてください

ふせんに記入して名札に貼り付けてください

2. 自己紹介（今日一番早起きした方から時計回りに話していた
だきます）

お名前＆ニックネーム

お住いの地域

お仕事／やっていること

このワークショップの参加目的

Good＆News（最近経験したよかったことまたは新しいこと）

3. リーダー（進行役）を決めてもらいます

自薦推奨／どなたもおられない場合は多くの方の支持を集めた方

リーダーには指名権があります

4. チーム名を決めてもらいます

リーダーを中心に、遊び心があるチーム名を決めてください
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チーム紹介

 各班のチームリーダーの方は以下の内容を発表してください

チーム名の紹介とその名前の由来について

チームメンバーの簡単な紹介
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ワークショップ①
「住んでいて困っていることを洗い出そう」
「住みやすいまちってどんなまち？理想のまちは？」
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スマートシティとは？
 【内閣府2021】 スマートシティは，ICT 等の新技術を活用しつつ，マネジ
メント(計画，整備，管理・運営等)の高度化により，都市や地域の抱える諸

課題の解決を行い，また新たな価値を創出し続ける，持続可能な都市や
地域持続であり，Society 5.0の先行的な実現の場と定義されています

 【欧州会議2018】 A smart city is a place where traditional networks 

and services are made more efficient with the use of digital solutions 

for the benefit of its inhabitants and business. 

 何のために？ (Why, For what)

持続可能な都市のため，市民や産業の利益のため

 何を？ (What)

地域の抱える諸課題の解決，新たな価値の創出

 どうするのか？ (How)

デジタル技術を活用して，都市機能を高度化する
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超スマート社会 (Society 5.0)
 必要なもの・サービスを，必要な人に，必要な時に，必要なだけ提供し，社会の
様々なニーズにきめ細やかに対応でき，あらゆる人が質の高いサービスを受けら
れ，年齢，性別，地域，言語といった様々な制約を乗り越え，活き活きと快適に暮
らすことのできる社会
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ワークショップ①でやる２つのこと

 チームで協働し，以下の2つのことを考えます

1. 課題抽出：「住んでいて困っていることを洗い出そう」

三田市で暮らしていて現在困っていること，あるいは，将来困りそうなこと
を考え，グループ内で共有してください

共有された多くの困り事からチームでテーマにする課題を絞ります

2. 目標設定：「住みやすいまちってどんなまち？理想のまちは？」

 1で抽出した課題が，どのような状態になれば住みやすいのか？理想的
なまちはどうあるべきなのか，考えてみましょう

※ どのように解決するかは，ここでは考えなくて結構です
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課題抽出： 困っていることを洗い出そう (10分)

 各自ふせんに困り事の概要を書き，模造紙に貼ってください

三田市に住んでいて，ご自身が現在困っていること，不安なこと

現在は困っていないが，将来的に確実に困ると思われること

家族や友達が困っていること，会社が困っていること

困りごとの大小にかかわらず，思いのままできるだけたくさん発想して
ください

 発想のコツ，ヒントを鈴木先生より教えていただきます

12

高齢の母が一人暮
らし．持病持ちな
ので不安

バスの便数が少
ないので，放課
後自由に友達と
遊べない

コロナでカラオケ
仲間との交流が減
り楽しみがなく
なった
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発想のヒント （発想・議論に行き詰まったら試してみましょう）
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① テーマ「住んでいて困っていることを洗い出そう」

② テーマ「住みやすいまちってどんなまち？理想のまちは？」

• 裏テーマ「三田市をよりよいまちにするために」

【考え方】①フォアキャスティング
現在を起点として未来を考える方法

【考え方】②バックキャスティング
目標とする未来を先に描いた状態で、
その未来から逆算して現在までを考え
る方法

【話のネタ探しのヒント・コツ】

普段、我慢していることについて、
この時間だけわがままになって考え
てみよう。

こうなったら、自分は幸せだなー、
と思えるまちのありかたについて、
妄想してみよう。

【話のネタ探しのヒント・コツ】
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困り事の共有（20分）

 リーダー司会のもと，それぞれの困り事について，起案者が
仲間に説明してください (1人持ち時間4分)

ストーリー（物語）として伝えると共感が生まれます

自己のリアルな体験・苦労話，社会的価値，聞き手への愛

【参考】 次の観点から話を整理すると伝わりやすいです

誰が (WHO, WHOM)

いつ (WHEN)

どこで (WHERE)

どんなことに (WHAT)

どのぐらい困っているのか (HOW MUCH)
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課題の分析 (10分)

 共有された困り事からの中から，チームのテーマとするものを
1つ厳選してください

チームの中でコンセンサス（合意）を取ってください

選択の基準はチームにお任せします

大事だと思うもの，身近なもの，面白そうなもの，みんなで考えたいもの

 選択した困りごとについて，それがなぜ起こるのか，原因とな
る課題は何か，チームで分析してみましょう

その困り事はなぜ，どのようなメカニズムで起こるのか？

困り事の根本は何なのか？

それはまちの課題なのか？

そもそも解決可能な課題なのか？
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高齢の母が一人暮
らし．持病がある
ので不安

近所に頼れる人が
いない

普段の体調を知るす
べが電話しかない

何か起こってからの対
応しかできない
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目標設定：住みやすいまち，理想のまちは？（15分）

 【住みやすいまち】 抽出したそれぞれの課題について，どの
ような状態になれば住みやすいといえるのか，チームで考え
ましょう

 【理想のまち】 それぞれの課題について，理想的なまちの
姿，あるべき姿は，どのようなものでしょうか？
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高齢の母が一人暮
らし．持病がある
ので不安

近所に頼れる人が
いない

普段の体調を知るす
べが電話しかない

何か起こってからの対
応しかできない

互いに見守り助け合
うコミュニティがで
きている

定期的な診察を容易
に受けられる体制が
できている

生活に侵襲せずに
家族がいつでも手
軽に見守りができ
ている
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ワークショップ①の発表会

 チームで話し合った内容について，リーダーの人が説明してく
ださい．1チーム3分でお願いします．
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スマートシティ実現に向けたデジタ
ル技術の適用
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スマートシティの適用領域

 スマートシティの６大適用領域*
1. 天然資源・エネルギー

2. 輸送・交通

3. 建物

4. 生活

5. 政府・市政

6. 経済・人間社会

* P. Neirotti et al. “Current trends in smart city initiatives: Some stylised facts,” Cities, vol. 38, no. 0, pp. 25–36, 2014.

 スマートシティ・サービス

 都市をある目的，あるいは，理想的な
状態に方向づける社会活動

 都市とサービス

 都市: 資源を供給するプラットフォーム

 サービス：課題を解決するアプリケーション
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キーテクノロジー

 ICT (情報通信技術)

PC，スマホ，サーバ

Wifi, インターネット，Web

アプリ，クラウド

 IoT (モノのインターネット)

様々なモノがネットにつながる

物理空間とサイバー空間の融合

 ビッグデータ

大量，多様，高速に生み出されるデータ

3V (Volume, Variety, Velocity)

 AI (人工知能)

機械が認識，判断，予測

ルールベース，推論

機械学習，Deep Learning （深層学習）
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有名なスマートシティ構想

 トヨタ・ウーブン・シティ

静岡県裾野市

トヨタが作る未来都市

ロボットやAI技術を駆使

あらゆるモノやサービスを情報で繋ぐ

 サイドウォーク・トロント

カナダ・トロント市・キーサイドエリア

米 Sidewalk Lab. (Alphabet傘下)

雇用創出・経済活性化，手頃な
価格の住宅，次世代型モビリティ

大規模でリアルタイムなデータ収集

21

出典： Toyota woven city

出典： Sidewalk Lab.
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高松市

富山市

都市OS間での情報連携【本実証対象外】

他の都市OSで集めた情報も参照可能

富山市/高松市：観光と交通の分野横断サービス
SIPスマートシティアーキテクチャ実証

富山市での実証

施設･店舗 交通
位置情報

レンタ
サイクル

経路情報 施設･店舗
情報

富山市
データ利活用基盤

標準データモデル

高松市での実証

アプリケーション
機能を再利用

高松市
データ利活用基盤

地域MaaSサービス

ジョルダン
乗換案内Biz

ぐるなび
Web Service

軌道・LRT Cyclocity ジョルダン ぐるなび穴吹
サイクル

地域MaaSサービス

ローカル
システム

都市OS

サービス

参照：SIPサイバー/アーキテクチャ構築及び実証研究の成果公表 (cao.go.jp)

IoTセンサー IoTセンサー データ取得データ取得

IoTセンサーや他のサービスからの情

報を都市OSへ集約し、アプリから利用
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中村研究室で取り組んでいる関連研究

 電力見える化
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 都市の見える化

 宅内環境センシング スマートホーム

 仮想エージェント

スマート分電盤，Webサービス

ビッグデータ蓄積・処理，可視化

ルールベースAI，個人適応 IoT，環境センサ，クラウド

可視化，データマイニング音声認識，画像認識，HCI

 救急資源の最適化
需要予測，最適配置，機械学習AI
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リサーチ・クエスチョン

 どこにどうやってテクノロジーを使うのか？

 問題の難しさ

広大なドメイン，個々の都市の多様性

ほとんどのプロジェクトが技術駆動でボトムアップ

共通の定義，リファレンス，知識体系がない*

* M. Cavada et al. “Smart cities: Contradicting definitions and unclear measures,” in Proceedings of the 4th World 

Sustain. Forum, Sciforum Electronic Conference Series, vol. 4, November 2014.
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サービスを分析・考案するためのドメインに依らない方法*

 多種多様なサービスに共通のビューを提供する

 どこにどうやってテクノロジーを適用するか，考える手段を与える

アプローチ: 3つのキーアイデア

 A1: 都市 as a 状態機械

 A2: サービス実行モデル

 A3: ライフサイクルモデル

スマートシティのサービス考
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!
抽象化

ICT, IoT, AI, 

BigData

* M. Nakamura and L. du Bousquet, ``Constructing Execution and Life-Cycle Models for Smart City Services with Self-Aware IoT,'' In 

Self-IoT Workshop in 2015 IEEE 12th Int’l Conf. on Autonomic Computing (ICAC2015), pp.289-294, July 2015. (Grenoble, France)
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定義：状態（State）と行動（Action）

 状態(State)は属性値のベクトル[v1, v2, …, vk]

 注目する属性はサービスに依存する

 行動(Action)は都市の状態を変化させる任意の社会活動

 人間の行動や機械のアクチュエーションを含む
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a1              a2                 …                  an 

[440ppm, 3000MW]

CO2,    総電力

使っていない
街灯をオフ

 [430ppm, 2950MW]

CO2,   総電力

[290ppm, 2400MW]

CO2,    総電力
 …. 

<< 都市省エネサービス >>

<<交通渋滞制御サービス>>

[  2500,     12km/h ]

走行車数, 平均時速

ランプを
閉鎖

 [  2200,     30km/h ]

走行車数, 平均時速

[  1400,     60km/h ]

走行車数, 平均時速
 …. 
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 適用分野に依らないスマートシティサービスの見方

スマートシティサービスは，都市をある目的下の理想的な状態に導く
（維持する）ための一連の行動である

 都市を状態遷移機械 (Finite State Machine)と捉える
 都市: 状態遷移機械 C であり，定義された受理状態を持つ

 サービス:行動の系列 S であり，C を受理状態へ導くもの

A1:都市 as a 状態機械
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現在の都市 あるべき都市
スマートシティサービス

スマートシティサービス

a1              a2                 …                  an 

現在状態 受理状態



三田市スマートシティワークショップ 中村 匡秀

A2: サービス実行モデル

 状態機械を受理状態へ導く４つのアクティビティ

(1) 状態観測: 情報を収集して都市の現在状態を観測する

(2) 状態理解：現在状態が受理状態に対しどういう状況か評価・理解する

(3) 行動提案：受理状態へ向かうための行動を提案する

(4) 行動実行：都市に対して実際に行動を起こす

29

"To-Be"

(1) 状態観測

(2) 状態
理解

(3) 行動提案
ax

ay

az

(4) 行動
実行

"As-Is"

"To-Be"

"As-Is"
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アクティビティの具体的な実現例
(1) 状態観測

情報を収集して都市の現在状態を観測する

 IoT・センサによる環境センシング，オープンデータ，参加型
センシング，クラウドソーシング，インタビュー，国勢調査

(2) 状態理解

現在状態が受理状態に対しどういう状況か評価・理解する

データ集約，ビッグデータ解析，ストリームマイニング，
パターン認識，人間の経験・専門知識による診断

(3) 行動提案

受理状態へ向かうための行動を提案する

自動計画，機械学習による予測，コンテキスト・アウェア
個人適応技術，新たな政策・規則を提案

(4) 行動実行

都市に対して実際に行動を起こす

アクチュエータ起動，作業員の派遣，政策・規則の施行
市民自身による行動実行
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A3: ライフサイクルモデル（時間があれば）

スマートシティの3つのライフサイクルを統合する

A) 実行サイクル

 サービスをオンラインで運用する．実行モデルの4プロセスを含む

B) 配備・調整サイクル

 出来上がったサービスを配備・調整

C) 設計・再設計サイクル

 サービスの設計，テストを
オフラインで行う

3つのサイクルは適応的かつ

柔軟に繰り返されるべき

→サイクルが停止＝サービスの寿命
31
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ケーススタディ

 独居高齢者の家族による見守り

 4つのアクティビティを埋めてみましょう

とりあえずは思いつく範囲で，人力をフル活用しても結構です

32

高齢の母が一人暮
らし．持病がある
ので不安

近所に頼れる人が
いない

普段の体調を知るす
べが電話しかない

何か起こってからの対
応しかできない

互いに見守り助け合
うコミュニティがで
きている

定期的な診察を容易
に受けられる体制が
できている

生活に侵襲せずに
家族がいつでも手
軽に見守りができ
ている
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4つのアクティビティを考えましょう

33

状態観測 状態理解

行動提案行動実行

高齢者にLINEを覚え
てもらい，毎日家族
に状況を連絡する

体調，何を食べた
か，何があったかを
報告

家族がLINEによって
現在の高齢者の状態
を把握する

家族が高齢者に連
絡．状況を確認し，
必要であれば病院に
連れていく
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どこにどのようにテクノロジーを適用する？

 アイデアを創発する2つの観点

 (A1) 人手でやっていることをテクノロジーで代替・省力化する

 (A2) システムがやっていることをさらに改善する

34
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4つのアクティビティを考えましょう

35

状態観測 状態理解

行動提案行動実行

高齢者にLINEを覚え
てもらい，毎日家族
に状況を連絡する

体調，何を食べた
か，何があったかを
報告

家族がLINEによって
現在の高齢者の状態
を把握する

家族が高齢者に連
絡．状況を確認し，
必要であれば病院に
連れていく

自宅にセンサを設
置．環境データをク
ラウドへ送信

仮想エージェントが
コミュニケーション
を兼ねて聞き出し

収集したデータを家
族のスマートフォン
に表示

高齢者自身にデータ
をフィードバックし
気づきを与える

AIが現在の状態を評
価しアクションが必
要かを判断し提案

データに基づく根拠
の説明

AIがかかりつけ医に
連絡
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36

現在中村研で実証実験中の
研究テーマ*です！

* 中村匡秀, ``IoT とエージェントで見守る在宅高齢者の
「暮らし」と「こころ」,'' BIO Clinica, vol.36, no.7, pp.39-

43, June 2021.
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ワークショップ②
「デジタル技術やデータ活用で理想のまちを考えよう」

37
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ワークショップ②でやること

 ワークショップ①で選んだ課題を解決するスマートシティサー
ビスをチームで考えましょう

 対象とする課題について，状態機械でモデル化してみましょう

現在状態： 困り事／課題があるまちの状態

受理状態： 住みやすいまち，あるべき街の姿

 現在状態を受理状態に持っていくための4つのアクティビティ
を考えましょう

状態観察 → 状態理解 → 行動提案 → 行動実行 → （繰返し）

38
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状態を定義する (10分)

 注目する課題の状態定義にはどんなデータが必要か？

何を計測すれば，状態の良い／悪いが分かるのか？

計測する対象，計測する属性

 受理状態を定義できるか？

理想的な状態，あるべき姿では，各属性がどんな値になっていればよ
いのか？

具体的な数値目標が立てられればよし，難しければ無理に定義する
必要はありません

39



三田市スマートシティワークショップ 中村 匡秀

４つのアクティビティを考える (25分)

 模造紙を下記のように4分割し，それぞれどのように実装する
かを考えてみましょう

40

状態観測 状態理解

行動提案行動実行
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サービスの骨子をまとめる (15分)

 チームで話し合い，下記の項目について決めてください

サービス名：

着目する課題：

サービスの目的・ビジョン：

サービスの実行の概要：

期待される効果：

41
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ワークショップ②の発表会

 チームで考案したスマートシティサービスの骨子について，
リーダーの人が説明してください．1チーム3分でお願いしま
す．
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おわりに

 本ワークショップでは，「私たちが住みたいスマートシティって
どんなまち？」をテーマに，具体的な困り事からそれを解決す
るサービスを市民の参加者がご自身の目線で考えました

多様な参加者による目的指向での議論

まちのあるべき姿とは？

 スマートシティはそこに住む市民のためのもの

技術駆動ではなかなかうまくいかない

市民がお金を払ってでも利用したいと思うか？

 草の根から初めて徐々に大きく育てていくことが大事*

アジャイル： 小さくても機能するものを素早く実装する

43

* 森川博之，「草の根」から始まる新しいスマートシティ論．MITテクノロジレビュー 2021年11月


