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発 表 概 要

1. 研究の課題
⇒＜国連：持続可能な開発目標（SDGs）に対する議論（2030アジェンダ）＞

：“次世代ビジネスモデル，社会イノベーションを実現するための個別具体的な行動計画”

2. 持続可能なスマートシティ開発のための評価指標～統合指標と個別指標との関係
⇒＜経済学的接近＞

3. 統合指標と個別指標とを一体的に管理する都市インフラ会計による評価手法の提案
⇒＜会計学的接近＞

4. 持続可能なスマートシティ開発のための都市サービス評価モデルの提案
⇒＜経営学的接近＞

5. 都市サービス評価指標の適用事例研究<<<社会問題 解決の道探す>>>
⇒＜電子情報通信工学的接近＞

：“技術を生かして社会に役立つ道具や仕組みをつくるのが工学”
5.1. 都市OSの評価指標
5.2. エネルギー（スマートハウス）分野の評価指標

6. 結論
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持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）

1. 研究の課題～持続可能な開発目標（SDGs）に対する議論

目標17. “持続可能な開発のための実施手法”を強化し, グローバル・パートナーシップを活性化する

技術
・2017 年までに, 情報通信技術（ICT）をはじめとする実現技術の利用を強化
⇒4節“都市サービスの評価モデル” 提案, 

5節<事例研究1>：都市OS “IoT，ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ，AIを利活用した CPS(Cyber Phsical System)実装”

データ, モニタリング, 説明責任
・2020 年までに, 非集計型データの入手可能性を向上
・2030 年までに, 持続可能な開発の進捗状況を測るGDP 以外の尺度を開発する既存の取組を更に
前進させ, 開発途上国における統計に関する能力構築を支援
⇒2,3,4節“個別指標(ISO)と包括的富指標(IWI)を用いた都市インフラ会計” 提案, 

5節<事例研究2>：エネルギー（スマートハウス）分野の都市サービス継続性

目標11. 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
⇒  “スマートシティ”

・2020 年までに, 仙台防災枠組2015-2030 に沿って, あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の
策定と実施

Source: “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, UN Summit, Sep., 2015.

⇒5節<事例研究2>：エネルギー（スマートハウス）分野

目標 13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
⇒ “パリ協定” （昨年12月国連気候変動会議COP21 で採択）

・気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエンス）及び適応力を強化
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超スマート社会とは，「・・・活き活きと快適に暮らすことのできる社会」であり, 
“人々に「豊かさ」をもたらす” ことが期待される．

⇒経済・社会・環境の“持続可能な発展(Sustainable Development)”
～包括的な富の指標(Inclusive Wealth Index; IWI)の提案～

【出所】内閣府, 「総合科学技術・イノベーション会議（第14回）」, 資料1-1  第５期科学技術基本計画（答申案）の概要, 平成27年12月18日.

第2章 未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出の取組

(2)世界に先駆けた「超スマート社会」の実現（Society 5.0 ※）

“人々に「豊かさ」をもたらす”とは
・「将来世代が彼らのニーズを満た
す能力を損なうことなしに, 現在世代
のニーズを満たすこと」
※国連「ブルントラント委員会」による
「持続可能な発展」(の定義）

⇒「循環型社会」
※日本の環境基本法（の定義）

＜内閣府「第５期科学技術基本計画」（答申）＞

1. 研究の課題～持続可能な開発目標（SDGs）に対する議論

※Society5.0は，高度情報技術が
もたらす新しい価値を伴った新し
い社会，すべてがネットに繋がっ
てAIやBigDataによってインテリ
ジェンスを有している社会で人間
が豊かに暮らすという超スマート
社会を実現するための手段として
なすべきことの総称．
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1. 研究の課題～持続可能な開発目標（SDGs）に対する議論

⇒ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ規模のｼｽﾃﾑのｼｽﾃﾑへの進化 (SoSss)＜工学・経済学・政策＞

【出所】 Chales M.Vest, Olivier L.de de Weck, Daniel Roos, Christopher L. Magee, “Engineering Systems”, 2011.
春山真一郎（監訳）, 「エンジニアリングシステムズ」pp212-214, 2014. ／Systems Engineering Handbook

“システムズズアプローチ(System of systemss)”（１/2)

【SoSssの特徴】
①運用の独立性，②管理の独立性，③進化的発展，④創発的振る舞い，⑤地理的に分散：
ｻﾌﾞｼｽﾃﾑは物理的に離れており，ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ間では質量やｴﾈﾙｷﾞｰなどの物理量ではなく，

“情報”を交換する⇒⇒【【一例一例】】 “ﾃﾞｼﾞｶﾒ”製品“ﾃﾞｼﾞｶﾒ”製品×× “ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ”製品＝“ﾌﾟﾘｸﾗ”ｻｰﾋﾞｽ“ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ”製品＝“ﾌﾟﾘｸﾗ”ｻｰﾋﾞｽ

エネルギーシステム

交通システム

通信システム

医療システム

農業システム 水管理システム

工業生産システム

教育システム

金融システム“人間社会”

“自然環境”

（凡例） ：３つの背骨（通信，交通，エネルギー）

“情報”

“経済（人工資本）”

“情報”

・2007年から2009年の金融危機
・2011年3月11日に発生した未曾有の東日本大震災
⇒21世紀とさらに先の将来の展開は，”自然環境”と”人間社会”が調和を保ちながら，私たち

がつくり出した複雑な “経済（人工資本）”システムを理解し，”改善する能力”によって決まる．



©2016 Hiroyuki Ogura 6

εδ NHGKLAW ××××× γβα≒

生産関数（コブ・ダグラス関数を拡張）

【出所】UNU-IHDP, UNEP et al., Inclusive Wealth Report 2014 / Measuring progress toward sustainability, 2014 
内閣府「日本の社会資本2012」p226 (htttp://www5.cao.go.jp/keizai2/jmchts/docs/jmcs_document_list.html)
インフラ政策研究会 著, 「インフラ・ストック効果／新時代の社会資本整備の指針」, pp88-89, 中央公論新社, 2015.

生産性向上
のために
投資する

Ｗ：“包括的富（IW）” Ａ：全要素生産性(TFP)
Ｌ：労働力”人的資本” α：Ｌの生産性(弾力性)
Ｋ：民間資本”人工資本” β：Ｋの生産性(弾力性)
Ｇ：都市ｲﾝﾌﾗ資本”人工資本” γ：Ｇの生産性(弾力性)
Ｈ：労働力以外の”人的資本” δ：Ｈの生産性(弾力性)
Ｎ：”自然資本” ε：Ｎの生産性(弾力性)
α+β+γ+δ+ε=1 (収穫一定)

『下部I－ハードウェア：Ｋ・Ｇ』 である
「都市インフラ資本」と『上部Ｉ－ソフト
ウェア（ビジネス層/ファンクション
層）：Ｌ・Ｈ』および自然資本Ｎとを連
携する
「エッジコンピューティング（センサー, 
ネットワーク, 子供のAI）」と「蓄積処
理（クラウド）, 分析（ビッグデータ, 最
適化エンジン, 大人のAI）」は, 『デー
タ連携させるＩ－ソフトウェア（イン
フォメーション層/コミュニケーション
層）：Ａ』として, 幅広いデータを蓄積
し処理分析を行う自律制御力を備え
る分析サービスを提供する. 

持続可能な開発
＜スマートシティ＞

下部I－ハードウェア：Ｋ・Ｇ
＜都市インフラ＞

I－連携ソフトウェア：Ａ
＜エッジ・クラウド＞＝ ×

※『都市インフラ分野を横断する
データの利活用』は「技術の進歩
（イノベーション）」Ａの一部. 

上部I－ソフトウェア：Ｌ・Ｈ
＜経済・社会＞×

自然：Ｎ
＜環境＞×

【補足説明】持続可能なスマートシティ開発のための参照アーキテクチャモデル案

⇒IoT，ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ，AIを利活用した CPS(Cyber Phsical System)実装
＜電子情報通信工学的接近＞

都市の包括的富指標(IWI)導入の提案＜経済学的接近＞
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【出所】九州大学 主幹教授 都市研究センター長 馬奈木俊介, 「新国富指標導入の提案」, 2015.10.22.

UNU-IHDP, UNEP et al., “Inclusive Wealth Report 2014 --- Measuring progress toward sustainability”, Dec.2014.

⇒効用＝都市サービス＝人々の“豊かさ” は, 主に消費から発生する
⇒世代をつうじて消費の可能性を減少させないようにする
⇒前の世代から受け継いだ生産基盤を損なわず次の世代に引き渡す

εδ NHGKLAW ××××× γβα≒
★包括的富指標(IWI); ストック指標 = “①＋②＋③”

2. 持続可能なスマートシティ開発のための評価指標～統合指標と個別指標との関係

☆都市インフラ評価指標<ISO/TS 37151；フロー指標> ⇒⇒【【一例一例】】“上記＋“上記＋““電力需給調整電力需給調整費用”費用”などなど

☆都市サービス評価指標<ISO 37120；フロー指標> ⇒⇒【【一例一例】】 “電力停止時間”“電力停止時間”“CO2“CO2排出量排出量””などなど

☆持続可能な開発目標<SDOs；フロー指標> ⇒⇒【【一例一例】】 ○○市民の“豊かさ”＝“再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの都市○○”○○市民の“豊かさ”＝“再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの都市○○”

★都市ｲﾝﾌﾗのｽﾄｯｸ効果の成熟度指標<ISO/PWI37153-Process>
⇒⇒【【一例一例】】 ““○○市民のソーシャル・キャピタル”○○市民のソーシャル・キャピタル”
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富生成の三資産モデル<<スマートシティの経済学モデル>>

※生産性向上
のために投資する

効用

消費

所得

投資ΔW

生産W

(無形)可能化資産

生産基盤

(有形)資本資産

①“人工資本(K,G)” ⇒⇒【【一例一例】】 ““太陽光ﾊﾟﾈﾙ”太陽光ﾊﾟﾈﾙ”
②“人的資本(L,H)” ⇒⇒【【一例一例】】 ““節電行動”節電行動”
③“自然資本(N)” ⇒⇒【【一例一例】】 ““再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ”再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ”

消費

都市の包括的富指標(IWI)導入の提案＜経済学的接近＞

都市の組織イネーブラ
(経営資源：構造的，文化的，技術的，人的資源）

”改善する能力”

⇒⇒【【一例一例】】
“○○市の自然環境”“○○市の自然環境”



©2016 Hiroyuki Ogura 8【出所】九州大学 主幹教授 都市研究センター長 馬奈木俊介, 「新国富指標導入の提案」, 2015.10.22..

生産基盤：可能化資産(enabling assets)とは･･･
資本の利用の仕方＜社会ー環境のプロセス＞を決める“無形資産”

⇒★都市ｲﾝﾌﾗのｽﾄｯｸ効果の成熟度指標<ISO/PWI37153-Process>

(a)知識
【例】“スマートシティの構築・運用プロセスに寄与する知的情報や組織成熟度”“スマートシティの構築・運用プロセスに寄与する知的情報や組織成熟度”

(b)制度
【例】法の支配，私的所有権の保護，企業間連携，資金支援，規制改革

(c)社会関係資本＝“ソーシャル・キャピタル”“ソーシャル・キャピタル”
【例】信頼，協力，向社会的傾向，人間関係（社会的ﾈｯﾄﾜｰｸ）

ただし，実証的推計においては，これらの資産の価値は独立に計算しない．
資本資産（人的資本）の価値に含まれているからである．

2. 持続可能なスマートシティ開発のための評価指標～統合指標と個別指標との関係

都市の包括的富指標(IWI)導入の提案＜経済学的接近＞
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スマートシ
ティの
評価指標

ストック指標 フロー指標
都市全体

の評価指標
都市インフラ
の評価指標

経済・社会・
環境の持続
可能な開発
の評価指標

★包括的富指標
(IWI)
※国や都市の持続
可能性を測る
統合指標
(経済が保有する
資本資産に関する
投資政策のための
指標)

☆持続可能な開発目
標（SDGs）

※国連の2016年から
2030年までの国際目標
として定められた
個別指標

☆都市サービスと
生活の質の評価
指標(ISO 37120)
※都市を統一され
た指標で比較する
ために定められた
個別指標

☆スマートな都市イ
ンフラ評価指標
(ISO/TS 37151)

※持続可能な都市イ
ンフラを評価する
個別指標
“分割統治”

対象とする
都市の
マネジメント
領域

国や都市経営者
視点での
ポートフォリオ
マネジメント
⇒投資政策（資本
蓄積政策）の最適
化(ROE+ESG)

国や都市経営者視点
での
ポートフォリオ
マネジメント
⇒投資の最適化
(ROE+ESG)

都市経営者（首長）
視点での
ポートフォリオ
マネジメント
⇒投資の最適化
(ROE+ESG)

各都市インフラ運営者
（地域電力会社，道路
局長, 上下水局長な
ど）視点での
プログラム
マネジメント
⇒戦略目標とベネ
フィットの達成

その他 － 実施手法の強化, グロー
バルパートナーシップ

－ －

ＲＯＥ：自己資本利益率（ROE; Return On Equity） = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
ＥＳＧ：Ｅ（環境, Environment）, Ｓ（社会, Social）, Ｇ（企業統治・ガバナンス, Governance）

“統合指標（ストック指標）と個別指標（フロー指標）との関係整理”

2. 持続可能なスマートシティ開発のための評価指標～統合指標と個別指標との関係
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表1. 個別指標と統合指標の特徴
スマートシティの
評価指標の特徴

個別指標
☆SDGs, 
☆ISO 37120
☆ISO /TS37151 

統合指標
☆IWI

情報量 多い 単一

訴求力・メッセージ性 低い 高い

結果に基づく評価の実施
(対象全体)

困難 容易

結果に基づく評価の実施
(個別分野)

容易 困難

主体（例：国家, 都市）間の
相対的比較

困難 容易

持続可能性の多面性・複雑
性の反映
（評価項目の必要十分性）

可能 発展途上

世代内衝平性や世代間衝
平性の反映

限界あり 考慮

特定の（自然）資本の不可
逆性の反映

可能 限界あり

図1. 個別指標と統合指標それぞれを補完
する関係を有機的に作り出すことが有効
⇒“多目的ｼｽﾃﾑ評価関数問題多目的ｼｽﾃﾑ評価関数問題”の解決！

補完関係：持続可能性
Feedback-loop

統合指標
☆IWI

個別指標
☆SDGs,

☆ISO 37120, 
☆ISO/TS 37151

都市全体の
持続可能性

は？

持続不可能な
分野が存在し

ないか？

スマートシティの評価指標は, 統合され不可分なもので, 持続可能な開発の三側面（経済・社会・環境）を
調和させる包括的富指標（IWI）が国際的アジェンダになっている. [SDGs; Goal 17]
☆個別指標（SDGs, ISO 37120, ISO TS37151）・・・ﾌﾟﾛｾｽ指標（KPI）, ﾌﾛｰ指標中心のﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ型指標
★統合指標(IWI)・・・成果指標（KGI）, ストック指標（資本アプローチによる富や持続可能性の統合指標）

2. 持続可能なスマートシティ開発のための評価指標～統合指標と個別指標との関係

都市の包括的富指標(IWI)導入の提案＜経済学的接近＞

“分割統治”
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<<都市インフラ会計（複式簿記）都市インフラ会計（複式簿記）>>の提案
～都市が保有する多様な資本の量（ストック）の効率的な経営管理への活用

図2. 都市インフラ会計の概念

<<都市インフラ会計（複式簿記）都市インフラ会計（複式簿記）>>

これまでの官庁会計（単式簿記）
・面積・延長等の物理量が不明
・ストック価格は単なる取得原価
・除却資産も計上

※生産力効果，リスク回避効果，
環境改善効果等

財務会計
・財務諸表
・ストック説明指標

管理会計
・財産劣化推計
・予算制約

◎アカウンタビリティ向上
・ストックの状況
・税金の有効活用

◎戦略的都市インフラ管理
・効果的な投資計画
・リスク管理

①物理評価
・面積・延長等の物理量
・取得時期，劣化度

②簿価評価
・取得原価
・減価償却（定率・定額）
・除却

③市場価値評価
・再取得価額
・繰延維持修理費 等
・将来効用価値※

3. 統合指標と個別指標とを一体的に管理する都市ｲﾝﾌﾗ会計による評価手法の提案

＜会計学的接近：“複式簿記（BS/PL）”＞

（注） 国民経済計算(GDP統計)では“自然資本”会計や非営利の“人的資
本”会計は「サテライト（外部）会計」となっているが，新公会計制度におい
て，複式簿記と固定資産台帳が連携したトリプル会計となりつつある．企業
におけるサテライト会計はESG投資になる．
⇒“人工資本”“人的資本”“自然資本”を含む包括的な富の指標(IWI)であ
る統合指標（ストック指標）と各種個別指標（フロー指標）とを一体的に管理
する都市インフラ会計（財務会計＋管理会計）による評価手法を提案する．
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3. 統合指標と個別指標とを一体的に管理する都市ｲﾝﾌﾗ会計による評価手法の提案

【出所】東京都の財務諸表平成26年度(概要版)，東京都会計管理局，平成27年9月.

“貸借対照表(BS)＜東京都＞” “民間企業の損益計算書(PL)に相当”

都市のインフラ整備に関するストックとフローを一体的に管理するインフラ会計
を整備, 会計的手法を活用してインフラ資産のアセットマネジメントを実現

【特徴】
・税収を「収益」とし
て認識
・企業会計に近い
会計基準

<<都市インフラ会計（複式簿記）都市インフラ会計（複式簿記）>> ⇒公会計のサブシステムとして, 

＜会計学的接近：“複式簿記（BS/PL）”＞

⇒⇒【【一例一例】】東京都東京都“複式簿記（“複式簿記（BS/PLBS/PL）”）”
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スマートシティ
＜商品，サービス及
び経営管理の知能化
（スマート化） ＞にお
ける都市・産業レベル
の価値連鎖

ビジョン

ミッション

組織戦略と目標

ポートフォリオマネジメント(PfM)
プロジェクト, プログラムと定常業務(運用)

の戦略的計画とマネジメント

実行中の
定常業務(運用)の

マネジメント

承認済みの
プログラムおよび

プロジェクトの
マネジメント(PgM/PjM)

（繰返しの活動）
“価値の創造”

（プロジェクトの活動）
“価値創造能力の向上”

組織イネーブラ (経営資源：構造的，文化的，技術的，人的資源）

【出所】 The standard for program management/Project Management Institute.- 3rd ed., p26,”Figure 3-2. Strategic and Operational Processes Within an Organization”, 2012.
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®)—Third Edition, Project Management Institute inc.,2013.

商品，サービス 商品，サービス

図3. スマートシティの構築・運用ﾗｲﾌｻｲｸﾙ･ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ/ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ<<スマートシティの経営学モデル>>

- ポートフォリオマネジメント(PfM)の視点
投資の最適化(ROE+ESG)       ⇒包括的な富指標(国連 IWI, SDGs)

- プログラムマネジメント(PgM)の視点
戦略目標とベネフィットの達成 ⇒都市サービス評価指標 (ISO 37120)

都市インフラ評価指標 (ISO /TS 37151)
- プロジェクトマネジメント(PjM)の視点

特定の成果 ⇒QCD/SLA(IPA「非機能要求グレード」等)

－組織的プロジェクトマネジメント成熟度モデル(OPM3)
－組織能力の成熟度評価モデル(CMMI)

⇒都市インフラ成熟度評価モデルISO/PWI 37153

←スマートシティの
(有形)資本資産(capital assets)
(無形)可能化資産(enabling assets)

<<都市インフラ会計（複式簿記）都市インフラ会計（複式簿記）>>

4. 持続可能なスマートシティ開発のための都市サービス評価モデルの提案

“システムズアプローチ(System of systemss)”(2/2)

⇒官民連携ポートフォリオ/プログラム/プロジェクト・マネジメント
＜経営学的接近：“PPP，EA”＞

生産基盤

“改善する能力”

“分割統治”
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エネルギー

モビリティ

ハウス

通信インフラ, 工場 ・・・

プロセス

フィールド

オペレーション

ステーション

エンタープライズ

マーケット

相互運用性の階層
(Interoperability Layers)

ビジネス層

コンポーネント層

ファンクション層

コミュニケーション層

インフォメーション層

医療・健康

社会
（人的資本）

環境
（自然資本）

IWI, SDGs, ISO37120, ISO/TS37151, ISO/PWI 37153及び都市インフラ会計の関係

☆都市サービス評価指標<ISO 37120；フロー指標>

☆持続可能な開発目標<SDOs；フロー指標>

※
都

市
サ

ー
ビ

ス
の

相
互

運
用

性
の

成
熟

度
指

標
(IS

O
/P
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<<都市インフラ会計都市インフラ会計>>
※フロー効果とストック効果

の複式簿記

4. 持続可能なスマートシティ開発のための都市サービス評価モデルの提案

図4.  A smart city System of systems model :smart grid inspired 3D model 
<<スマートシティの経済学・経営学・工学融合モデル>>

Ｅ
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データの
収集

データの
蓄積・解析

制御・
サービス

運転支援
システム

ＦＡ
システム

遠隔保守
サービス

スマート
家電

ＩｏＴ：モノのデジタル化・ネットワーク化

製造
プロセス

ビッグデータ解析：ＡＩの進化による判断の高度化・自立制御

モビリティ スマート
ハウス

医療・
健康 インフラ ･･･

5. 都市サービス評価指標の適用事例研究<<<社会問題 解決の道探す>>>

【出所】産業構造審議会 商務流通情報分科会 「情報経済小委員会中間取りまとめ（概要）」(15年5月)を元に作成

【事例研究】<<都市インフラ会計都市インフラ会計>>
5.1. 都市OS構築の
都市ｻｰﾋﾞｽ評価指標

【事例研究】<<地域ｴﾈﾙｷﾞｰ会計地域ｴﾈﾙｷﾞｰ会計>>
5.2. ｴﾈﾙｷﾞｰ (ｽﾏｰﾄﾊｳｽ)分野
の都市ｻｰﾋﾞｽ評価指標

図5.<電子情報通信工学的接近“IoT，ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ，AIを利活用した CPS実装”>
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5.1 都市OSの構築～都市，コンピュータ及びSDNのOS比較
★都市の包括的富指標(IWI)

☆都市サービス評価指標 (ISO 37120)
☆都市インフラ評価指標(ISO/TS37151)

QCD/SLA(IPA非機能要求ｸﾞﾚｰﾄﾞ等)

都市サービス／都市課題の解決
(City Services / Business Solutions)

都市アプリケーション
(Cross Domains & Zones)

都市OS
(DWH, Analytics, Security, 

API, Network, IoT, BigData,etc.)

都市インフラ
(Energy<Electricity,Heat,Gas>, Water, 
Transportations, Factory, Waste, etc.)

都市
（スマートシティ）

コンピュータ
システム

ネットワーク機器
（ＳＤＮ）

ハードウェア

オペレーティングシステム
（ＯＳ）

フレームワーク
（ミドルウェア）

アプリケーション

ビジネス・サービス

ＳＬＡ
(Service Level Agreement）

スイッチファブリック
（基礎部）

フォワーディング

ルーティング

アプリ
ケーション

ＳＬＡ
(Service Level Agreement）

・旧来は全部一社で開発 ⇒ 機能ごとに開発を分担
・近年は物理的制約から，ソフトウェア部分が分離

ネットワーク・サービス

<電子情報通信工学的接近“IoT，ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ，AIを利活用した CPS実装”>
5. 都市サービス評価指標の適用事例研究<<<社会問題 解決の道探す>>>



17【出所】是久 洋一（九州大学共進化社会システム創成拠点長）,「共進化社会システム創成拠点シンポジウム / 都市OSの創り方7 総集編」,2015.4.10.

【都市OS標準メニュー】<<都市インフラ会計都市インフラ会計>>

都市サービス評価の個別指標（ISO37120）と都市OSの適用領域（メニュー）

ISO37120：Sustainable development of communities - Indicators for city services and quality of life

☆ISO 37120:2014（都市ｻｰﾋﾞｽと生活の質の評価指標）
5.1 都市OSの構築～九大COI
<電子情報通信工学的接近“IoT，ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ，AIを利活用した CPS実装”>
5. 都市サービス評価指標の適用事例研究<<<社会問題 解決の道探す>>>

大分類 SO37120
分類

評価指標 都市OS
メニュー

経済・財政 経済 失業率，商業施設などの資産価値，貧困率，正規雇用率，若年者失業率等 ○

財政 負債比率，税金回収率等 ○

エネル
ギー・環境

エネルギー エネルギー消費/人，再エネの比率，電気普及率等 ○

環境 PM2.5/PM10，温室効果ガス排出量，大気汚染（NO2，SO2，O3）等 △

廃棄物・ゴミ ゴミ回収の人口カバー率，ごみ収集量/人等 △
下水 下水カバー率，1次処理/2次処理/3次処理割合等 △

水・衛生 水道普及率，水消費量/人等 △

健康・社会
保障

健康 平均寿命，病床数，医師数，幼児死亡率等 △
レクレーション 屋内/屋外レクレーション施設面積 △
安全 警察官数，殺人・犯罪発生数，警察官の到着までの時間等 ○

社会保障 スラム人口比率，ホームレス人口比率等 △

交通・都市
計画

交通 高容量の公共交通(km)，LRT(km)，公共交通利用率 ○

都市計画 緑地面積，年間植樹数，不法住居エリアの比率 ○

火災・緊急サービ
ス

消防士の数，火災犠牲者数，自然災害犠牲者数等 ○

都市活力・
イノベーショ

ン

教育 就学率，学生と教師比率，大学進学率等 △
自治 選挙投票率，女性議員比率，腐敗（贈収賄）等 △

通 信 ・ イ ノ ベ ー
ション

インターネット/携帯電話/固定電話の普及率 ○
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相互運用性：取組単位（施設単位⇒街区単位）
『社会』⇒電力供給継続期間（LCPxx-E）／電力供給レベル（平常時の○○％）
『経済』⇒電力需給調整費用（“ネガワット”“ポジワット”発電量<ﾌﾛｰ>，蓄電量<ｽﾄｯｸ>）
『環境』⇒CO2排出量

5.2 エネルギー分野～都市機能継続性（電気継続計画・ｼｽﾃﾑ）<<地域ｴﾈﾙｷﾞｰ会計地域ｴﾈﾙｷﾞｰ会計>>
<電子情報通信工学的接近“IoT，ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ，AIを利活用した CPS実装”>

⇒住民ｻｰﾋﾞｽ継続性の成熟度ﾓﾃﾞﾙ：LCP-E (Life Continuity Plan-Electric)

5. 都市サービス評価指標の適用事例研究<<<社会問題 解決の道探す>>>

“ネガワット”発電＝ ②“人的資本(L,H)” ⇒⇒【【一例一例】】““施設，街区（住民）の節電行動”
“ポジワット”発電＝ ③“自然資本(N)”⇒⇒【【一例一例】】 ““再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(水力，地熱，太陽光，ﾊﾞｲｵﾏｽ，風力等）”

①“人工資本(K,G)”

成熟度
レベル

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４（定量化） レベル５（最適化）

【検討課題】
都市のセキュリティ・レジリエ

ンス<ISO/TC292/WG5>

※ISO/TC292の作業スコープは，セキュリティ分野の標準化で，一般的セキュリティマネジメント，事業継続マネジメント，回復
力及び緊急時対応ISO22320（Societal security-Emergency management-Requirement for command and control）等，
WG5”Public and community resilience”設置

都市の包括的富指標
<IWI>

★都市の持続可能性を測る統合指標（ストック指標） ： 都市経営者視点での資本資産に関するポートフォリオマネジメント
⇒投資政策（資本蓄積政策）の最適化(ROE+ESG)

都市インフラ会計
<公会計>

※公会計のサブシステムとして，都市インフラ整備に関するストック指標<IWI>とフロー指標<SDGs, ISO 37120, ISO/TS37151>
を一体的に管理する都市インフラ会計を整備，複式簿記の会計的手法を活用して，経済・社会・環境が持続可能な都市インフ
ラ資産のアセットマネジメントを実現

都市サービス評価指標
<ISO 37120>[

☆都市を統一された指標で比較するために定められた個別指標（フロー指標） ； 都市経営者（首長）視点でのポートフォリオ
マネジメント⇒投資の最適化(ROE+ESG)

都市インフラ成熟度
評価指標
<ISO/PWI 37153>

★成熟度ﾚﾍﾞﾙ分けによる評価，段階的なｺﾞｰﾙ設定で，ｲﾝﾌﾗを整備したい都市の指針作りを支援. 都市インフラ成熟度評価指
標ISO/PWI 37153(Process/Interoperability/State)は，IWIの構成要素（社会側面の人的資本）と位置づけられる．

都市インフラ評価指標state
<ISO/TS37151>

☆持続可能な都市インフラを評価する個別指標（フロー指標） ； 各都市インフラ運営者（地域電力会社，道路局長，上下水
局長など）視点でのプログラムマネジメント⇒戦略目標とベネフィットの達成
相互運用性：取組単位（施設単位、街区単位），社会：電力供給継続期間（LCPxx-E）／電力供給レベル（平常時の○○％，

経済：電力需給調整（“ネガワット”“ポジワット”発電量<ﾌﾛｰ>，蓄電量<ｽﾄｯｸ>），環境：CO2排出量
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6. 結論

◆経済・社会・環境が持続可能なスマートシティ構築・運用のための評価手法
～包括的富指標(IWI)導入による “超スマート社会”の実装手法の提案～

“システムズズアプローチ(System of systemss)” による
“多目的ｼｽﾃﾑ評価関数問題多目的ｼｽﾃﾑ評価関数問題”の解決！

(1)スマートシティの経済学モデル“主流派経済学（新古典派経済学）”（＝都市に
おける富生成の経済・社会・環境の三資産モデル）を基にして，

(2) <<都市インフラ会計都市インフラ会計>>“複式簿記（BS/PL）”（図2）を用いた，

(3) スマートシティの経営学モデル“PPP， EA” として，都市サービスの評価モデル
（スマートシティの構築・運用ﾗｲﾌｻｲｸﾙ･ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ/ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ）（図3）を提案．

(4)スマートシティの経済学・経営学・工学融合モデル“A smart city system of 
systems model”として，評価指標(IWI,SDGs,ISO37120, ISO/TS37151, ISO/PWI 
37153)及び都市インフラ会計の関係（図4）を明確化．

(5)電子情報通信工学”IoT，ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ，AIを利活用した CPS(Cyber Phsical
System)実装”として，
“都市OS”及び “エネルギー分野の都市サービス継続性” <<地域ｴﾈﾙｷﾞｰ会計地域ｴﾈﾙｷﾞｰ会計>>へ
の提案する都市サービス評価指標の個別具体的な適用事例(図5)を提示．
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Thank you

Q & A


