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はじめに
2013年5月31日から6月21日までの3週間にわたり、4カ国6名からなる
IBM専門家チームは、門川大作京都市長、歩くまち京都推進室、そして
さまざまな関係者に面談を行い、京都市の抱える主要な課題である	
「歩いて楽しいまちづくり」への取り組みに関する提言を行った。

課題
京都市は「歩いて楽しいまち」を実現するため「歩くまち・京都」総合交
通戦略を策定し、既に3年間取り組んでいる。「歩いて楽しいまち」とは、
使いやすい公共交通（電車、地下鉄、バス、タクシー）と人々が歩く暮らし
（自転車も含む）を大切にしているまちを意味する。この戦略は、慢性
化している交通渋滞や地球温暖化ガス排出、結びつきが希薄な交通シ
ステム、歩行者と自転車による歩道スペースの奪い合いなどの交通問
題をはじめ、質の高いライフ・スタイル、健康や社会問題への対応とい
う要請を受けて策定された。市は、公共交通手段による移動の割合を
増やし、市民および観光客による「自動車」の分担率を減らすことを目
標としている。

京都市の交通インフラは発達しているが、集中管理されておらずバラ
バラの状況で、全体を管理統括する権限を持つ公共機関あるいは統合
管理されたリアルタイム交通情報も存在していない。インフラの大部分
は、今日財政的に厳しい状況にあるが、市は、市民に対する責務として
のサービスを維持していかなければならない。しかしながら、法律や合
意形成を重視する文化気質によって、包括的な変更を急速に進めるこ
とを難しくしている。 

市は、最も喫緊な交通問題への取り組みとして既に数多くのパイロッ
ト・プロジェクトを実行し、計画の策定を行ってきている。今回、スマー
ター・シティーズ・チャレンジ・チームは、新たな視点から問題を捉え、
市の取り組みを補完し、2030年という将来を見据えた大胆な提言を行
うことを託された。

調査結果および提言
18回にわたるさまざまな関係者（付録Aに記載）との面談の結果、チー
ムは合計25の短期、中期、長期の提言候補（付録Hに記載）を定め、最
終的に9つの主要提言に絞り込んだ。これらの提言は以下のとおり3つ
の分野に分類され、本報告書の本文でその詳細を論じている。

a. 情報価値の探索と深堀り
リアルタイムの交通関連情報の利活用は今回のほとんどの提言の前提
となっていることから、ここでの提言は全体の基盤をなすといえる。市
は、リアルタイムの交通情報を活用して投資判断や意思決定を行うべ
きであり、また、総合情報を提供するチャネルとしての「キオスク」を通
じ、一般の人々が貴重な消費者情報にアクセスできるよう便宜を図る
べきである。京都市に未来交通システム研究開発拠点を設立すること
により、将来に向けた計画の策定、新たな投資者の呼び込みが可能と
なるだろう。

1. 世界初の「未来交通システム研究開発拠点」の設立
2. リアルタイム情報を活用した需要対応型交通システム
3. 公共交通機関の利用促進を目的とした総合情報型キオスクの設置

1.エグゼクティブ・サマリー



IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ 京都市 

4

b. 個人の行動と考え方の変容
「歩いて楽しいまち」の価値を消費者カテゴリー毎に発信し広く一般
からの賛同を得るためには、市が戦略的な広報宣伝・情報発信を実現
する必要があると判断したため、この分野での提言をまとめた。市は、
現行の取り組みをより良いものとするために、ソーシャル・メディアを用
いて市民との双方向の対話の場を創出し、投資に関する市民からの要
望やフィードバックを取り入れるべきである。また、バス・自転車専用道
路を設け、歩道から自転車を分離することにより歩行者の安全を確保
し、また街中に快適な設備を備え景観に配慮した憩いの場を設けるこ
とで、歩くことがより快適で魅力的なものになるだろう。

4. バス・自転車専用道路の導入
5. 快適なサービスを提供する「景観に配慮した憩いの場」の設置
6. “個”を大切にした歩くことを促す双方向コミュニケーションの展開

c. ビジネス・モデルの変革
ここでの提言は、現在の交通の課題を明確にしそれを解決するために
さまざまなビジネス・モデルの変革を要求するものである。統合された
駐車場と「つながるタクシー・サービス（Taxi ConneXion.  チームによる
造語）」との組み合わせは、市とサービス提供者との連携を促進し、交通
インフラ全体の効率を高め、事業者の増益に貢献するものである。「ハ
ブ＆スポーク」型の交通ネットワーク構築は一定期間を要する変革プ
ランであるが、段階的な実施は限られた予算の中でも行うことができ
る。京都市が、民間事業者から事業の所有権を奪うことなく、民間と協
力して運営管理する交通システムの実現に責任を負うことが提言の骨
子となっている。

7. 駐車場システムの最適化
8. 企業の枠を越えたつながるタクシー・サービス（Taxi ConneXion）
9. 「ハブ＆スポーク」型の交通ネットワークの構築

すべての提言は、京都市の価値と伝統に合った方法で、京都市を、市
民・企業・観光客にとって「歩いて楽しいまち」にすることを目指すもの
である。

まとめ:	「伝統が進化・深化するまち、京都」
豊かな文化的遺産と伝統、高度な教育を提供する優れた大学・研究機
関、主要なIT・エレクトロニクス産業、強力な政治的リーダーシップを
兼ね備えた京都市は、「歩いて楽しいまち」になるための条件を充分に
満たしていると言える。チームは、京都が2030年までに「パーソナライズ
された公共交通システム」を実現し、このことにより世界的な認知を得
ることができるものと確信している。

チームからの提言を実行することにより、質・量ともにメリットを得るこ
とが可能となる。質的メリットとしては、市民の健康の向上、市民交流の
推進、交通渋滞の解消、利用しやすい交通サービスや京都の美しさ・	
世界遺産・祭りを享受すること等が挙げられる。量的メリットとしては、
地球温暖化ガス排出量の削減、採算の合う交通エコ・システムの構築、
企業経済の繁栄、観光産業の発展と観光客の満足度の向上等が挙げ
られる。

京都人は誇り高く、強い意志を持っている。文化遺産に対する誇りと、	
この先千年この街を守ろうとする共通の目的意識は、戦略的あるいは
戦術的な意思決定を行う上で重要な力となるだろう。
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京都市は日本列島の中心に位置している。人口約150万人を擁する京
都市は、日本の主要都市の中で第8位の人口を誇っている。古くは、千
年以上もの間日本の都であり続け、現在は京都府の府庁所在地として
京阪神大都市圏の主要な一角を形成している。

京都市は、また、その自然の美しさで知られている。主要な国道が市中
を通り、三方を山に囲まれている。京都市には文化財、神社仏閣等の史
跡名勝が存在し、千二百年以上に及ぶ豊かな歴史を有している。「古都
京都の文化財」として，京都市と宇治市，滋賀県大津市に点在する世界
遺産のうち 14が京都市にある（出所：京都市の交通まちづくり）。その景
観の美しさと歴史、精神性が相まって、京都は旅行先として人気があり、
国内外から毎年5千万人以上の観光客を受け入れている。

何百年もの間、京都市は、陶磁器、織物、印刷、日本酒醸造等の伝統工
芸・技術を革新的な事業案に取り入れてきた。例えば、半導体や液晶	
ディスプレイは清水焼の技法を基にして作られたものである。京都市	
の伝統的な風習として「門掃き」や「打ち水」があるが、これらの風習は
京都議定書の発祥の地としての国際的な評判とも一致している。

京都市は「日本初」が多い市でもある。 1895年に日本で初めて路面電
車が走ったのも京都市で、学区に基づく地域社会が形作られたのも、	
最初の盲学校ができたのも京都市である。そういった点で、京都人は伝
統を重んじつつ、新しいチャレンジに取り組む人 と々いえるであろう。

京都市はまた、豊かな教育遺産を有している。38 の高等教育機関が	
あり、日本における学究の中心のひとつに数えられている。タイムズ・	
ハイヤー・エデュケーションが発表している世界大学ランキング[参考1]に
よると、京都大学は日本では2位、世界では54位にランクインしている 
(2012-2013)。その他、同志社大学、立命館大学といった、京阪神大都市
圏において人気の高い私立大学も存在する。

京都市には任天堂、京セラ、ワコール、サムコ等、数多くのグローバル企
業の本社が集積している。このように京都市はごく自然に新しいビジネ
スをサポートすることで、スタートアップ企業からグローバル企業への
成長をサポートする素地ができているといえる。

2. はじめに
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A.	 スマーター・シティーズ・チャレンジ
2050年までに、世界の人口の三分の二以上が都市に集中すると予測さ
れている。都市は既により大きな経済力を駆使し、かつてないほど進化
した技術力を得ている。と同時に、交通、水、エネルギー、通信、医療、社
会福祉などの、主たる機能や統治システムの持続可能性に関するさま
ざまな問題や脅威に苦しんでいる。

一方、インターネットでつながった何兆ものデジタル機器が、おびただ
しい量のデータを生み出している。そうしたデータの処理能力や高度
な解析能力を得た今、我々は、市場の流れから社会の鼓動に至るまで、
全ての情報を知識に変えることができる。この知識を用いることで、都
市はコストを削減し、無駄を省き、効率や生産性を改善し、市民の生活
の質を向上させることができると考える。経済危機や市民サービスの	
拡大要望という大きな課題に直面している現代において、革新的な解
決策を生み出す機会はまだ十分残っている。

IBMでは2008年11月に、「よりスマートな」地球をいかに実現するかに
ついて議論を開始した。「よりスマートな」とは、世界を動かすシステム
やプロセスにインテリジェンスが装備されることを意味する。つまり、	
誰もコンピューターが使われているとは思わないような、車、電化製品、
道路、送電網、衣類、そして農業や水路などの自然システムの中にまで
インテリジェンスは入り込んでいることを意味する。より一層機能化
(Instrumented)、相互接続(Interconnected)、インテリジェント化
(Intelligent)が進んだシステムを構築することで、市民も政策立案者も、
データから新たな動向や洞察を得ることができ、十分な情報に基づく
意思決定の基礎となる。

スマートな都市 (Smarter City スマーター･シティー) は、テクノロジーを
使ってコア・システムを変革し、限られたリソースを最適化する。都市は
日々、交通、水、エネルギー、市民の安全、その他の多くのシステムの相
互作用と格闘しており、IBMではスマーター・プラネット構築の重要な
要素としてスマーター・シティーのビジョンに取り組んでいる。最高レベ
ルの成熟度に達すると、スマーター・シティーはナレッジ・ベース・シス
テムとして機能し、すべての関係者にリアルタイムに洞察を提供し、そ
れぞれの意思決定者は都市のサブ・システムを積極的に管理すること
ができる。効果的な情報管理がこの能力の中心であり、統合とアナリ	
ティクスが成功への鍵となる。
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世界が機能する方向に向けてインテリジェンスが装備されつつあるの
である。

IBMは企業市民として、スマーター・プラネットの実現という目標と同じ
ように社会貢献の取り組みを考えており、世界の都市のリーダーらが増
大する経済的および社会的プレッシャーに直面していることを理解し
ている。市民に対してのサービスの需要が増大していることから、都市
のリーダーは新しい解決策をこれまで以上に迅速に実現させなければ
ならない。

このことから、IBMコーポレート・シチズンシップ（社会貢献）では、多彩
な人材を投じて3年間で世界の100都市をよりスマートな都市にするた
めの支援を行うスマーター・シティーズ・チャレンジを立ち上げた。選考
の結果、2013年のスマーター・シティーズ・チャレンジ対象31都市のひ
とつとして京都市が選ばれた。

この取り組みが2010年に開始されて以来、多くの都市がさらなる機能
化、相互接続、インテリジェント化の実現に向けて大きな進化を遂げて
いる。詳細はwww.smartercitieschallenge.orgに掲載している。

図1：
機能化、相互接続、インテリジェント化

インテリジェント化
膨大なデータを分析して得られる洞察が、	
新しい価値を生み出す行動につながる	

機能化
あらゆるシステムやプロセスの状態を測定、

検出、表示できるようになる

相互接続
相互接続されたモノやシステムが、
新たな方法で連携して機能する	

http://www.smartercitieschallenge.org/
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B.	 京都市の課題
5月31日から6月21日まで、IBMの6名の専門家チームが3週間にわた
り、公共交通機関に関して、門川大作市長に主要な課題に取り組むうえ
での土台となる提言を行うため、京都市内で活動を行った。

京都市を「歩いて楽しいまち」にするために。
京都市には既に実施中のプロジェクトが多数あるため、本活動は複雑
な作業となった。

約150万の人口を擁する京都市は、何世紀も変わらぬままの道を使用
しているため、特に街の中心や観光スポット等、多くの場所でその交通
状況が市民の生活の質や観光客に悪影響を及ぼしている。2012年の
京都市産業観光局における調査によると，観光客が選ぶ京都観光の	
残念度の１位に公共交通機関が，３位に道路の渋滞等の交通状況が
入っている。

市は、自家用車の利用を減らすと同時に、市民、事業者、観光客の生活
向上のため、多様な交通ネットワークを最適化したいと考えている。	
「歩いて楽しい」まちとして、京都市は、歩行者も、自転車も公共交通も
存在するまちとなる。

京都市は、「京（みやこ）プラン」と銘打ち、2011年から 2020年までの	
10カ年基本計画を策定した。「歩くまち・京都」は、その中でも最も重要
なコンセプトのひとつであり、現在88のプロジェクトが進行中である。	
スマーター･シティーズ・チャレンジ・チームは、現行の基本計画の10年
先を見据えた新しい大胆なアイデアを盛り込み、提言を行った。

チームは、新たな視点から問題を捉え、市の取り組みを補完し、2030
年に向けて実現される将来を見据えた大胆な提言を行うことを託さ
れた。
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A.	 調査結果
ここ数年、京都市での自家用車保有数は若干減少傾向にはあるが、観
光客の22%が自家用車で京都を訪れている。このことが 観光のピーク
時（春と秋）に観光地での交通渋滞を引き起こし、市の中心部において
は慢性的な渋滞が起こっている。結果として地球温暖化ガスの排出、環
境や健康への負担が深刻な問題となっている。

質的側面からは、これにより市民は自分の家の前で近隣の人と交流を
持つことが難しくなり、高齢者や体の不自由な人の孤立も深めている。
全般的に外出機会が減り、慢性的な健康問題も増えると考えられる。	
自転車の利用は歩行者や自動車との道の奪い合いにつながり、脅威と
なっている。 

京都市全体のCO2排出量の19%が自動車の排気ガスによるものであ
る。市は、2020年までに25%、2030年までに40%（1990年の水準比）の
CO2削減を目指すことを公言している。これを実現するために、「歩くま
ち・京都」憲章では、交通手段別分担率を自動車では28%から20％以
下に下げるとともに、鉄（軌）道利用は16％から20%に、バスに関しては
6％から10％に上げることを数値目標として掲げている（出典 : 「歩くま
ち・京都」総合交通戦略）。

京都市の主な公共交通システムは、7つの鉄道会社、8つのバス事業
者、1つのコミュニティー・バス運営団体、2本の地下鉄路線から成り、	
多種多様に発達しているが、集中管理されておらずバラバラの状況で
ある。接続点は十分な整備がなされておらず、このことはシステムの全
体的な効率に影響している。市バス全体では採算が取れてはいるが、
利益を上げているのは74路線のうち21路線のみである。地下鉄は本年
度黒字に転換したが、依然として約3,700億円の累積赤字を抱えてい
る。

B.	 背景
「歩いて楽しいまち」(Walkable City)に向けた世界の取り組み
京都市における「歩いて楽しいまち」実現への動きは、世界中で行われ
ている取り組みと一致したものである。カナダのウォータールー地域お
よびバンクーバー市では、ウォーカビリティー・インデックス（歩きやす
さの指標）が策定され、多くの都市がこの指標を基にそれぞれの戦略
を策定している。Walkscore.comは、世界中の10,000を超える近隣地域
に詳細情報を発信しており、これらの情報はスマートフォンでも常時取
得可能となっている。

競争原理が支配する米国の市場では、不動産業界で近隣の歩きやす
さを測る詳細な評価基準が作られている。ジェフ・スペック（Jeff Speck）
著の『歩きやすい都市（Walkable City）』[参考2]は、歩きやすさの価値に関
し豊富な情報を掲載している。最も興味深い内容は、道路への投資額
と住宅価格が反比例の関係にあることである。歩きやすいまちに住み
たいという人々の願いは、結果として住宅価格の高騰につながって	
いる。

3. 調査結果、背景、 
中長期計画
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ウィキペディア英語版では歩きやすさ (Walkability) のメリットを次の通
り説明している。

「歩きやすさは、健康、環境、経済に多くのメリットをもたらす。歩きやす
さに影響を与える要素には、歩道など歩行者優先道路の有無とその
質、交通・道路状況、土地利用の形態、建物へのアクセスのしやすさ、安
全性等がある。歩きやすさは、持続可能な都市デザインにとって重要な
概念である。」

地球温暖化ガス排出量の削減に加え、

「歩きやすさ指数はその地域の人々の体格指数（BMI値）や身体活動
と相関があることが認められている。歩きやすさ指数が高いほど社会と
関わり合う機会が増え、住んでいる地域における友人・知人の数の平
均が増え、犯罪は減少し（より多くの人が近隣、オープンスペース、主要
道を歩くことで、監視の目が強まるため）、プライドの向上、ボランティア
活動の活発化等、個人や社会の健康に多くのメリットをもたらすことが
認識されている。」[参考3]

歩きやすさは、アクセスしやすさの向上、個人と社会におけるコスト削
減、より効果的な土地利用、住居性の向上、公衆衛生の改善、経済的発
展等、多くの経済的メリットをもたらすことが分かっている。[参考4]

フロスト＆サリバン・ビジョナリー・イノベーション・グループ（Frost & 
Sullivan’s Visionary Innovation Group）は次のように述べている。

「世界的な都市化現象の継続は、こうした地域の経済力増大と同時
に、必要とされている実行可能かつ新たなモビリティー・ソリューション
に見合った人口密度への集約につながる。例えば、ロンドン一都市で	
イギリスの国民総生産（GDP）の20%を占めているが、人口はわずか
12%にとどまる。これが公共交通機関の利用を促してきた。現在、ロンド
ン市内の移動は個人的手段によるものが34%であるのに対し、公共機
関を使用しての移動は43 %を超えている。一方でカー・シェアリングな
どの新たなビジネス・モデルが現状の交通インフラを補完し、市内の	
乗用車数の削減に重要な役割を果たしている。」[参考5]

世界がん研究基金および米国がん研究協会は、2009 年に発表した報
告書の中で、ウォーキングががんの発症数減少に関係していることを
根拠とし、ウォーキングを奨励する新たなイニシアチブの必要性を説い
ている。[参考6]

歩きやすさを別の観点から見てみると、交通の行き来きに長くさらされ
ることがいかに人に悪影響を及ぼしているかが分かる。「高まるフラス
トレーション・IBM 2011通勤苦痛調査（Frustration Rising: IBM 2011 
Commuter Pain Survey）と題した研究論文[参考7]で、IBMは、IBM主導の
調査であることを伏せ、世界20都市で8,000人のドライバー（一都市	
400人のドライバー）に対し母国語による調査を行った。
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都市の規模および経済活動における上位65都市から、バンガロール、
北京、ブエノスアイレス、シカゴ、ヨハネスブルク、ロンドン、ロサンゼル
ス、マドリッド、メキシコシティ、ミラノ、モントリオール、モスクワ、ナイロ
ビ、ニューデリー、ニューヨーク、パリ、深セン、シンガポール、ストックホ
ルム、トロントの20都市を選び調査を行った。IBMは、調査結果を通勤
苦痛指標にまとめ、通勤に関わる精神的、経済的負担を都市ごとにラン
ク付けしている。この指標の数値が高いほど負担が大きくなり、日々の
通勤の「苦痛度」に大きな格差があることを示している。

図を見ると、「苦痛」スコアの高い都市における通勤者のストレスの	
増加、睡眠時間の短縮、業績の低下、家族と過ごす時間の減少が明ら
かである。この調査で得られた主な結果は次のとおりである。
•	 回答者の42%が、交通渋滞はストレス・レベルを上げると答えて	
いる。

•	 回答者の35%が怒りの増幅を感じると報告している。
•	 回答者の16%が呼吸困難を経験している。
•	 回答者の16%が睡眠時間の短縮を経験している。
•	 回答者の13%が何らかの形で交通事故を経験している。

 通勤者苦痛指数

苦痛強 苦痛弱

メキシコシティー 108

深セン 95

北京 95

ナイロビ 88

ヨハネスブルグ 83

バンガロール	 75

ニューデリー	 72

モスクワ 65 ミラノ 53
シンガポール 44

ブエノスアイレス 42

ロサンゼルス 34

パリ 31

マドリッド 28

ニューヨーク 28

トロント 27

ストックホルム 26

シカゴ 25

ロンドン 23

モトリオール 21

図２：
通勤苦痛指数
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付録Cは、通勤者がソーシャル・メディアの利用によりいかに「つな	
がり」を深めているかを示している。

C.	 アプローチ	
スマーター・シティーズ・チャレンジ・チームは、この課題に対し組織的
な手法を用いて多方面の関係者と体系的な面接を18回にわたり実施
した。交通に関して公表された論文を読み込み、現在のパイロット・	
プロジェクトおよび早期に採用された種々の提言を精査し、また、個人
的に公共交通機関を利用し、市職員およびサービス提供事業者と	
パイロット・プロジェクトおよび計画について議論することも行った。

チームは、情報を取りまとめ、25の短期、中期、長期提案を作成。最終	
的に重要な要点として3つの分野における以下の9つの提言に絞り込	
んだ。
1. 情報価値の探索と深堀り
2. 個人の行動と考え方の変容
3. ビジネス・モデルの変革

図3：
9つの主要提言 

“個”を大切にした双	
方向コミュニケーション

企業の枠を越えた	
「つながる」タクシー・

サービス

未来交通	
システム		

研究開発拠点	の設立

バス・自転車	
専用道路

個人の行動と考え方の変容

交通ビジネス・モデルの変革	 情報価値の探索と深堀り

「ハブ&スポーク」型の
交通ネットワーク構築

総合情報型		
「キオスク」

景観に配慮した	
	憩いの場

駐車場システムの	
最適化

リアルタイム情報を	
活用した	需要対応型	
交通システム

KYOTO



IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ 京都市 

13

これらの提言は、統合・集中管理された最適な交通エコ・システムを目
指した、包括的なビジネス・モデルの変革を求める。その戦略的ビジョ
ンは、特定の問題を解決し迅速に結果を出すための短期的活動との	
バランスを取る必要がある。すべての提言は、京都市の価値と伝統に
合った方法で、京都市を市民、企業、観光客にとって歩いて楽しいまち
にすることを目指すものである。

チームは市の担当者とのチェック・ポイント・ミーティングを数回開催
し、チームとして戦術的に実行可能な活動と将来を見据えた大胆な	
提言が適正なバランスをとりつつ進められているかどうかの確認を	
行った。

チームは、作業の優先順位の決定に際し従来の基準に加え、日本に	
おける文化上の実行可能性を確保するため、次の方針を採用した。
•	 誰もが損をしないこと
•	 物事がよくなること
•	 どんな場合も調和が守られること
•	 利益は公平に分かち合えること

D.	 中長期計画
9つの提言を実行するためには、時間、さまざまな市民団体や利害関係
者の同意、包括的な計画、強固な政治的意思が必要である。スマー	
ター・シティーズ・チャレンジ・チームは、このプロジェクトの時間軸の
中では交通成熟度評価（付録 E）を試みていないが、市が第一段階と
してこれを実行・完了することを推奨しており、IBMにはこの作業をサ
ポートする用意がある。

チームからの提言のうち、以下に示す内容を含め早急に開始する必要
があるものがいくつかある。
•	 世界初の「未来交通システム研究開発拠点」の設立
•	 “個”を大切にした双方向コミュニケーションの実施
•	 自動車走行の歩道かバス･自転車専用道路の導入
•	 リアルタイム情報を活用した交通管理

他の5つの提言は、市の担当部局や必要であれば諮問機関とも協力し、
図４の中長期計画を用いて直ちに着手が望まれる。
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図4：
提言の中長期計画

ステップ 1	
（プラン	＆	デザイン）
プロジェクト化
•	 初期資金の調達
•	 チーム編成	
ビジョンと標準の確立
•	 ビジョンの定義
•	 リアルタイム情報1の統合
•	 標準データモデルの確立
•	 デザイン指針の定義	
ビジネス・モデルの確立
•	 資金調達モデルの定義
•	 研究開発拠点の設立
•	 エコシステム2の確立
•	 先陣を切る企業の設立
•	 利害関係者の合意形成
検証プロジェクトの準備
•	 検証実施場所の決定
•	 対象ビジネスの決定

ステップ 2	
（検証	＆	証明）
モデルの確定
•	 知的財産モデル確認
•	 デザイン標準とサービスの	
確定

•	 収入/運用モデル確定
検証の実施
•	 環境構築
•	 技術の選択	
•	 計画の作成
•	 検証の実行
検証の評価
•	 検証結果の分析

ステップ 3	
（実装	＆	実行）	
ビジネス・モデルの確定
•	 資金調達モデルの確定
•	 エコシステム	の確定
本番稼動への移行
•	 実装
•	 実行

成熟度

価
値
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これらの分野すべてにおいて、世界中でプロジェクトが実施され(付録
G参照）、結果が実証済みである。

チームは、京都市の予算がこれらの目標を達成するためには不十分
で、価値の実現のため外部出資者の協力が必要であることを認識して
いる。地域の経済団体や大学が財政的、人的資源を提供し、市の財政
を増補することは可能であろう。また商業広告も収入源となりうる。京都
未来交通システム研究開発拠点では、学識者、研究者、産業分野からの
参加者および出資者からなるコンソーシアムが必要となるだろう。最後
に、京都市、IBM、民間企業は、日本政府に働きかけ、京都市をモデル
都市にして、未来都市交通システムが日本の成長戦略において重要な
役割を果たすことを実証するための支援を求めるべきである。

提言の根底をなす基本的な考え方は、すべての交通サービス提供者か
らの情報を統合し集約することである。統合されたリアルタイム情報
は、観光客と都市計画立案者の両者に多大な価値をもたらす。官民の
サービス提供事業者に参加を強制して反発を招くより、市はサービス
事業者が参加したくなるような、統合された公共交通情報によって得ら
れる公共価値を示す必要がある。これらのデータ源の統合は次の段階
と考えられる。

図5：
提言のサマリー

京都未来交通システム	
研究開発拠点

双方向コミュニケーション

注：
青字はリアル･タイムの情報が必要

Parking

統合された情報

Taxi ConneXion「ハブ＆スポーク」	
型交通ネットワーク

最適化された	
駐車場システム

景観に配慮した憩いの場	
• 情報キヨスク

バス・自転車専用道路
• 信号機	
• 法律･規制
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A.	 情報価値の探索と深堀り

1. 世界初の未来交通システム研究開発拠点の設立
京都市には、豊富な学術的功績という宝がある。広範な分野で京都市
にゆかりのあるノーベル賞受賞者は11人にも上がる。京都市内にある
大学、短期大学の数は36校と人口比率では日本の都市で一番高い。

市内に広範な分野の研究機関があるため、投資は分散・細分化され、	
どの研究機関も最難関課題の研究開発に集中投資するだけのクリティ
カル・マスを備えていない。京都市としては、未来交通システム研究開
発拠点を新たに京都に設立することで、このような細分化された投資を
統合させるまたとないチャンスである。

世の中には、インペリアル・カレッジ・ロンドンの交通研究センター
（Center for Transport Studies（CTS ））、北京の城市交通研究中心
（CUSTReC）等、世界的に認められている数多くの交通研究センター
が存在する。しかし、スマーター・シティーズ・チャレンジ・チームが知る
限りにおいて、歩いて楽しいまち（Walkable City）と関連付けた未来交
通に焦点を当てた研究機関は存在しない。

京都市の質の高い学術的な活動を、歩いて楽しいまちづくりという社
会的課題とつなぐことにより、京都市で生活し働くことの競争優位性を
向上させるだけでなく、グローバルな価値を持つ新たな企業群に広く
刺激を与えることも可能であろう。京都市での未来交通システム研究開
発拠点の設立は、学術分野での世界の第一人者、交通サービス提供事
業者、市当局、民間企業の産学官の連携を促進するものである。この研
究拠点の主たる任務は、現在ならびに未来においても最重要課題であ
る交通問題の解消に取り組み、京都市に新たな雇用と産業を創出する
ような研究課題を定義することである。例えば以下のような問題に対す
る研究が考えられる：
•	 未来交通システムの技術の中で京都市の課題解決に利用できるも
のは何か。

•	 交通サービスの最適化のためどのようなデータが必要か。また、これ
を手頃な方法で合法的に入手するにはどのような方法があるのか。

•	 都市交通システムに関するビジネス・モデルの変革を、京都市はい
かにして競争上の優位性として活かすことができるか。

4. 提言
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この研究機関は研究活動を通じて、将来の交通分野でのリーダーとな
る人材を育成しながら、さらなる世界初の試みを推進していく。この研
究開発拠点の卒業生は、ここで創り出される他に類のない専門知識の
ネットワークや情報源を活かし、将来において各々の分野で最も求めら
れる人材となるであろう。

この種の多くの研究機関と同様に、財源は産官連携してのコンソーシ
アムからの出資によるべきである。このような研究機関としては、ダブリ
ン・スマーター・シティー技術センター[参考8]およびインペリアル・カレッ
ジの デジタル・シティー・エクスチェンジ[参考9]の2例が挙げられる。

IBMは、基礎研究所が有する方法論と資産を活用したFirst-of-a-
kind(FOAK）プログラムを擁し、お客様と協力しながらビジネス課題の
解決に取り組んでいる。交通産業および政府機関に関連し、IBMは既
に11のFOAKプロジェクト（付録D参照)を完遂している。これらのプロ
ジェクトの多くが製品・アセット化あるいはサービス提供の形で商業化
されているが、それがFOAKプログラムの目的でもある。

京都市南部のイノベーション地域には類まれな意欲にあふれたコミュ
ニティーがあり、研究開発拠点としては理想的な立地条件となってい
る。商業化にあたっては、研究開発の成果をテストしその実行可能性を
評価する“場”が非常に大切となる。

図6：
世界初の未来交通システム研究開発拠点の設立
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2. リアルタイム情報を活用した交通システム
京都市における交通事業の規制緩和の結果、さまざまな組織団体が革
新的な方法で市民にサービスを提供することが可能となった。その結
果、広範囲にわたりさまざまな新サービスや新組織が生まれ、サービス
の提供を行うと同時に市場における地位と収益性の確保のために競合
していることになる。これは市民、観光客にとっては厄介な問題である。
また消費者およびインフラ全体のコストと効率化による便益の双方を
達成する機会が制限されてしまう。

結果として情報が断片的で不完全なものになり、観光客が効率良く旅
行計画を立てることが困難となる。さらに交通事業者としてはサービス
を最適化する機会を逸することになる。 

旅行関連情報の集約統合を実現するには多くの課題が存在する。	
法律、政策、プライバシーの問題はその一部である。一方で、交通関連
情報を集約統合したリオデジャネイロの例は、このアプローチがサービ
ス・コストの削減と質の向上に多大なメリットをもたらすことを証明して
いる。複数の情報源と交通手段の最前線を横断的に扱う取り組みを行
うことで、移動時間が半減し、住民や観光客に生活の質の向上をもたら
した。

チームは、京都市の交通サービスを実際に体験し、ルートの選択と適
切な移動手段の選択が個人に委ねられていることを理解した。こうした
状況は、スマートフォンの旅行計画アプリの利用により劇的に改善され
る可能性がある。これは重要な第一歩であり、将来的な革新の基盤とな
り得る。

京都市が歩いて楽しいまちのモデル都市になるためには、観光客が簡
単に旅を楽しめるように最適な情報が容易に利用できること、つまり観
光客の個人の嗜好、好みの乗り換え方法に合わせてそれぞれの旅行
計画をパーソナライズすることを可能にしなければならない。もし複雑
な移動が楽にできるようになれば、公共交通機関は便利で信頼できる
安価な移動手段として受け入れられ、京都市は歩いて楽しいまちとし
て広く知られるようになるだろう。

交通インフラの計画と運営は、市当局が担う重要な役割である。10年ご
とに行われるパーソントリップ調査は市に豊富な情報源を提供するも
のである。しかしながら、この情報はすぐに陳腐化してしまう恐れがあ
る。インフラへの投資判断はこれらの複雑な過去からの蓄積データに
基づいて行われるが、それらのデータは部分的にしか整備されていな
かったり、最悪の場合は誤りがある。災害時や予期せぬ輸送需要に対
する計画においては、状況はさらに複雑化することになる。 
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交通システムやインフラの利用に関する情報をリアルタイムで取得可
能にすることは、手頃な費用で実現することができる。ロンドン、ダブリ
ン、リオデジャネイロのような都市の例は、その価値と実行可能である
ことを証明している。まず、京都市は、現在運営している公共交通手段
から可能な限りのデータを取得し、顧客により良い情報を提供する為
に活用することから始めるべきであろう。顧客にとっての価値が明らか
になると、民間のサービス提供者も協業に参加する動機付けとなり、最
終的にはすべての公共交通機関の情報が統合されることとなる。

3. 	公共交通機関の利用促進を目的とした総合情報型キオスクの
設置	

スマートフォンの利用は世界中で増加している。スマートフォンの人気
に関しては多角的な統計が公表されており、IDC調査によると2013年
第一四半期の携帯電話出荷台数の半数以上がスマートフォンとなって
いるが、日本ではスマートフォンの利用者はわずか25%に留まっている
[2013年調査、参考10]。

京都市の通勤者は、すべての公共交通移動手段に関する情報を、いつ
でも簡単にアクセスできることを求めている。サービスが分断されてい
る現在では、あらゆる情報を入手することへの取り組みは他の都市と
比べても一層その重要性を増している。

現在でも交通情報サービスは存在しており、通勤者をサポートするた
めの役割を果たしている。2013年8月にスマートフォン、携帯電話、パソ
コン用のバス･鉄道乗り換えアプリ「歩くまち京都」のサービス提供を開
始てが、それまでは、利用手段が限られたものであった。

図7：
リアルタイム情報を活用した交通システム
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総合情報型キオスク端末網の展開とスマートフォンによるアプリ提供
の組み合わせは、通勤者へのサービス提供という点で素晴らしい第一
歩となる。継続的な設備コスト低減と特有のシンプルさにより、キオスク
は重要な情報チャネルとしての役割を果たす。様々なタイプの観光客
に対して、キオスクはいつでも利用できる利便性を提供してくれるが、さ
らに技術が進歩すると、キオスクはスマートフォン以上に役立つ新たな
消費者体験を提供してくれるだろう。また、広告宣伝や企業提携のプラ
ットフォームとして貴重な新たな収入源となり得る。また、キオスクは交
通弱者、例えば京都市に住む障がい者の方々の要望にも応える拠点と
してデザインされるべきである。

観光客は、キオスクで利用可能なアプリケーションを用いて、市が提供
する多種多様な旅行サービスを検索・参照して、そこからタクシーを呼
んだり、あるいは近場で興味がある場所の情報を入手することができる
ようになる。キオスクはまた、Wi-Fiのホットスポットに最適なロケーショ
ンとして新たな財源となる可能性もある。将来的には、すべての観光客
がいつでも利用できるように、キオスクを公共交通機関の車中に設け
ることもできるだろう。

図8：
公共交通機関の利用促進を目的とした総合情報型キオスクの設置
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提言1、2および 3: 情報価値の探索と深堀り

市は未来交通システム研究開発拠点を設立すべきである。また、投資判断の伝達および運営効率化のため、リアルタイムのさまざまな公共交通機関の情報を収集し	
統合する必要がある。この情報は総合情報型キオスクおよびモバイル・アプリを通じて消費者が入手できるようにすべきである。

範囲と期待される効果

範囲
ここでの提言は、リアルタイムの交通情報が、本報告書のその他の提言のほぼすべての原点となっていることから、基盤をなす提言といえる。
1.	 世界初の未来交通システム研究開発拠点の設置
2.	 リアルタイム情報を活用した交通システム
3.	 公共交通機関の利用促進を目的とした総合情報型キオスクの設置

期待される効果
市の公共交通機関のカスタマイズ化、京都市によるリーダーシップの世界的認知、公共交通機関のモードの最適化、公共交通機関の利便性の向上、限られた予算内で	
のより良い投資計画、投資の優先順位付け、公共交通機関およびその利用に関する大衆の満足度の向上。

実施しない場合の代償
リアルタイム情報の統合が行われない場合、市が歩きやすさおよび公共交通機関の利用率関する目標を達成することは非常に困難になる。キオスクが設置されない	
場合、市民・観光客は統合された情報に常時アクセスし、利用することが困難になる。未来交通システム研究開発拠点の設立がなければ、投資資金を市にもたらし、	
長期的指針、ビジネス・モデル、交通インフラに影響力を与えることは困難になる。.

主体者と利害関係者（提案） 必要なリソース（推奨）

主体者:	京都市交通局

利害関係者:	交通サービス提供事業者、IT企業、研究機関、タクシー会社	

交通情報、技術指導者、学識者、ITリソース、研究機関の立地

費用見積り:	低　－	交通サービス運営費用の一部
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提言1、2および 3: 情報価値の探索と深堀り (continued)

依存性 主要マイルストーン、活動、期限

なし		 未来交通システム研究開発拠点:	研究開発機関を特定し、資金調達モデルを決定、
パートナー・エコシステムの構築、機関および初期プログラムの設置

リアルタイム情報の収集:	データ・ソースを特定し、詳細なビジョンを策定、標準と
統合手法の確立、ビジネス・モデルの展開、初期サービスの開始

総合情報型キオスク:	パートナー・モデルの開発、プロトタイプの作成、市全域に	
おける展開	

優先度

高
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B.	 個人の行動と考え方の変容

4. バス・自転車専用道路の導入
人々にもっと外に出て歩いてもらいたいと京都市が熱意をもって取り
組むのであれば、歩道の安全を確保しなければならない。子ども、障が
いのある人、高齢者等が安心して外出できるためにはより安全な歩道
の整備が必要となる。

スマーター・シティーズ・チャレンジ・チームは、歩道を走る自転車が歩
行者にとって脅威となっていることを面談中に何度も耳にし、また実際
に体験した。バスは頻繁に渋滞に巻き込まれた。

市はバス･自転車専用道路を整備して自転車を歩道から切り離し、バス
と自家用車のレーン共有をやめるべきである。バス・自転車専用レーン
は道幅が広い道路の一部に既に導入されているが、強制力を有するよ
うには見えない。法律でタクシーと物流車両に5分以内の停車が許され
ているため、専用の共有レーンであっても頻繁にブロックされている。

道幅が広い道路でバス・自転車専用道路が存在しない場合、市は、	
「ホット・スポット」（自転車や歩行者の多い道路）または障がい者関連
施設等注意が必要な場所についての分析を行い、これらの場所への	
早期導入を検討すべきである。今後、市はすべての主要道路にバス･	
自転車専用道路を優先信号と共に漸次導入することを目標にすべき	
である。

米国、カナダ、欧州の都市の多くは共有レーンを活用している。ロンドン
では、バス･自転車専用レーン導入後の2008年に自転車と歩行者の事
故が44%減少している。パリでは、同様のレーンの導入により、バスの
スピードが10%から20%アップしている。

市の中心部等の狭い道路は、さまざまな方法（段差付け、制限速度の下
方修正、コミュニティー・ロード）により交通を緩和させることが可能で
あるが、これを保つには自転車に歩道を走らせないよう強制するべき
である。

バス･自転車専用道路の恩恵を現実のものとするためには、市民の	
教育と府警による取り締まりも必要となる。市は、不法停車、二重駐車、
自転車による歩道走行を減らすことを目的に交通監視カメラを使用し、
対策を実施すべきである（場合により罰金を課すか、レッカー牽引を行
う）。このことを双方向コミュニケーション活動（提言6）の中で最初のト
ピックとして取り上げることも良いかもしれない。長期的には罰金収入
をこの報告書の提言の実行資金に充当できるよう現行の法律の改正
を検討すべきだろう。
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5. 快適なサービスを提供する「景観に配慮した憩いの場」の設置
景観に配慮した憩いの場は、京都市のまち歩きを気軽で、安全、快適	
なものにしてくれる。コンセプトは、「屋外の居間」。まちを散策する人に
とっての待ち合わせ場所、休憩場所となる。

こういった場は、社会から孤立化しがちな高齢者や障がい者の問題解
決に寄与し、地域社会と一体化した意識を高めるきっかけとなる。小さ
な子どもを持つ母親、高齢者や若者等の市民団体の多くは、歩行ルー
トにベンチ、テーブル、水飲み場、トイレ、日差しや風雨から守る屋根を
備えた快適な施設を求めている。公共交通機関も利用できるよう、関連
情報を提供する目的でこういった施設にWi-Fiのホットスポットや交通
情報キオスクを備えることは容易に行えるであろう。

市は、このような憩いの場に京都市の伝統を感じさせる共通の外観を
与えるべきである。施設の建設と維持管理は周辺のコミュニティーが	
行い、市は民間企業および地域の広告参加を促す。場合によっては、	
バスの停留所を拡張してこういった施設を設けることも考えられる。	
また、既存の建物の空きスペースの転用もオプションとなる。利用可能
な土地があれば新しい施設の設置場所に利用できる。

快適な施設や交通情報キオスクの設置場所を提供するだけでなく、	
このような場は、まもなく開催されるスポーツや文化イベント情報の	
プラットフォームともなり得る。また、キャンペーン活動の媒体の展開	
場所としても最適である。

図9：
バス･自転車専用レーンの導入
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6. 	“個”を大切にした双方向コミュニケーションの実施
これまでも、「歩くまち・京都」の周知を目的とした活動が実施されてき
ているが、チームの調査では、これらは継続されておらず、統合的ある
いは包括的なものにはなっていない。ソーシャル・メディアの活用も	
行われておらず、普及が不十分で多種多様な人々の意識に変化を促す
ことができていない。市は、早急に「京都を歩く」キャンペーンを全体の
標語「伝統が進化・深化する京都」と併せて採用すべきである。

キャンペーン活動は、文化的伝統と革新の両者を基本テーマとして、す
べての市民、企業、観光客を対象に行うべきである。健康上のメリット、
地球温暖化ガス排出量の削減、友人との社会的つながり、渋滞のない
道路の利用等、実現したときの多様なメリットに心を動かされる人々は
少なからずいるはずである。

図10：
快適なサービスを提供する「景観に配慮した憩いの場」の設置

図11：
「景観に配慮した憩いの場」のイメージ（提案）
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市は、市民との双方向の対話を可能にするソーシャル・メディアを活用
するべきである。ソーシャル・メディア・ユーザーのほとんどは学生と若
年層の社会人であるため、こういった人たちの交通に関する声、交通事
情の変化に対する反応、キャンペーン媒体についての意見は、市が限
られた予算でその意思決定の順位づけを行う際の参考となるだろ
う。IBMはソーシャル・メディア技術をどのように有効活用したらよいか
を支援することができる。地元の大学でコンピューター・サイエンスを
学ぶ学生を募集し、単位取得の対象となる活動として、またはインター
ンとしてサポートを求めることもできる。 

キャンペーン活動の内容として、以下が挙げられる。
•	 京都市の主要な文化・スポーツ・イベントでの宣伝
•	 観光バスの車内等での、地元のラジオ番組による宣伝

•	 「歩くまち・京都」の取り組みと連動させる形で、毎月16日（京都市が
定めた環境に良いことをする日）に、地元で注目の人物や有名人が
散策したり、公共交通機関を利用する様子をニュース記事に載せる

•	 地域の神社等宗教法人や高齢者センター等を通じたコミュニケーシ
ョン

コミュニケーション活動は、最高マーケティング責任者の担当とし、諮
問機関と協力し詳細な実行計画の策定を行うべきである。計画やコン
テンツの作成については、市のマーケティング予算を補完するため、経
営学、マーケティング・コミュニケーションの学位を目指す大学生にサ
ポートを求めることも可能だろう。市はまた、企業の宣伝を活用すること
で、キャンペーンのさらなる浸透と予算の増大を図ることもできる。全体
的なキャンペーン活動には、短期・長期的な構成要素を含むべきであ
るが、少なくとも2030年までは継続すべきである。

図12：
“個” を大切にした双方向コミュニケーションの実施
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提言 4、5および 6: 個人の行動と考え方の変容

市は、現行の取り組みをより良いものとするために、ソーシャル・メディアを用いて投資ニーズと投資結果への意見に関する双方向の対話を図るべきである。バス・自転車
専用道路を設け歩道から自転車を分離することにより、歩行者の安全を確保し、景観に配慮した憩いの場を設けることでウォーキングをより快適なものとする。

範囲と期待される効果

範囲
歩きやすさの価値を各消費者タイプに個別に発信し、また、周りの賛同を得るため、市は協調した広報・情報発信戦略を必要としていることを認識し、これらの提言を	
行っている。

4.	 バス・自転車専用道路の導入
5.	 快適なサービスを提供する「景観に配慮した憩いの場」の設置
6.	 “個”を大切にした双方向コミュニケーションの実施

期待される効果
採用されたイニシアチブについて一般の賛同を得ることで、歩くことを選択する人が増え、公共交通機関の利用が増加し、自転車と歩行者の事故が減少する。また、	
バスが渋滞に巻き込まれることも少なくなる(従って、公共交通機関としてのバス利用が増加す)

実施しない場合の代償
浸透性および一般からの参加や支援の欠如から、歩きやすさの適用が限定的で緩慢なものとなる。バス・自転車専用道路の導入がなければ、自転車は依然として	
歩行者の脅威であり続け、バスは交通渋滞の影響を受け続けることになる。快適なサービスが提供できなければ、高齢者等に歩くことや公共交通機関の利用の	
動機づけを行うことが難しくなる。

主体者と利害関係者（提案） 必要なリソース（推奨）

主体者:	市当局の最高マーケティング責任者が、コミュニケー
ション活動と「憩いの場」に関し責任を持つ。

利害関係者:	京都市の交通関連部局がバス・自転車専用道路
計画を策定し、交通量の多い道路（ホット・スポット）で試験的
導入を実施する。

•	 主要な利害関係者からなる諮問機関
•	 地元大学生による総合的なソーシャル・メディア機能およびマーケティング・キャンペーンの	
展開。IBMはソーシャル・メディア立案をサポート。人材、技術、資金が必要。

•	 地域の事業者は憩いの場について、費用およびそこから得られる宣伝収益を含めて協議する。

費用見積り:	低～中。警察による関与が必要となる場合潜在的リスクあり。

依存性 主要マイルストーン、活動、期限

予算のみ プロジェクト期間を通じ特定のマイルストーンの設定は行っていない。各事業主が主要なマイルストーン
を設定する。これに関しスマーター・シティーズ・チャレンジ・チームによるサポートが可能。

優先度

中
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C.	 交通ビジネス・モデルの変革

7. 駐車場システムの最適化
京都市には大小様々な民営駐車場が多くあり，その形態は自社所有か
らリースまで様々で，その結果複雑で多分に非効率的なシステムがで
きている。行楽シーズンには、市は事業者等の協力を得てより多くの臨
時駐車スペースの確保に努めている。

総合的に見ると、利用可能な駐車場の合計数は、市内の需要に対して
は充分であるといえ、新たな駐車施設の整備を抑制し，既存駐車施設
の有効活用を図ることとなっている。

駐車料金は市場抑制が働き市内全域で標準化されている。街中が最も
高く、郊外はそれより低くなっている。パーク・アンド・ライドの施設が設
けられ、マイカー所有者が街中に車で乗り入れるのではなく公共交通
機関を利用するよう促している。

路上駐車スペースが設けられていないため、ドライバーは混雑した	
道ではなかなか駐車することができない。法律により、路肩に寄せての
駐停車は、物流車両については5分を超えない範囲で許可されている。
タクシーの路肩駐停車については、乗客の乗降中は停車時間の制限は
ない。つまり、ドライバーがその場にいる限り、タクシーの路肩駐車は制
限されないことになる。

ほとんどの駐車場は「P」マークで表示されており路上走行中も見つけ
やすい。しかし、駐車場の場所が街に広く分散しているため、行楽シー
ズンもピークになるとドライバーが適切な駐車スペースを見つけること
は難しくなる。その結果駐車スペースを求める車で道が溢れることにな
る。これは特に車で街を訪れる大勢の観光客にとっては大きな問題で
あり、運転の意欲を削ぐ要因ともなる。

市は、市内の駐車場の統一化を図り、単一の駐車場運営システムを構
築し、市全域の駐車場の空き状況の可視化を進めるべきである。全体
の情報を表示することで、ドライバーを機械的に適切な駐車場に誘導
することが可能となる。その結果、交通渋滞の緩和と排出ガスの削減に
つながる。この取り組みは同時に価格の透明化を促し、事前予約サー
ビスやタクシーのシェア、車の整備、バレット・パーキング等の付加価値
サービスにより、新しい収入源をもたらすものである。

駐車場システムの最適化により、駐車時間、駐車場所、付加的サービス
等の状況に応じた最適な駐車料金を設定することができるようになる。
市はまた、法律や指針により既に路肩駐車を許可されている車両（タク
シーおよび物流車両）に駐車料金を課すべきである。課金によって長
時間の駐車を避ける人が増えるとともに、市としても他の改善に振り分
ける収入源を確保できる。市は、短時間の作業のための利便性に十分
配慮したうえで、バス・自転車専用道路の妨げにならないよう、このよう
な駐車スペースの計画を行わなければならない。統合化された駐車場
スペースは、将来の自走式車両を利用した大量高速輸送システム計画
に組み入れることもできるだろう。

駐車場システムの最適化は、カリフォルニア州のサンフランシスコ等の
街で展開されている。
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8. 	企業の枠を越えたつながるタクシー・サービス	
（Taxi ConneXion）

推計によると、京都府では毎年9,000台以上のタクシーが6,560万人以
上の乗客を輸送している。タクシー台数は2002年に増加し始め、この	
傾向は2009年まで続いた。これ以降は経済的要因および需要と供給の
ミスマッチにより徐々に減少している。またドライバーの高齢化が課題
となってきている。タクシーを拾うことは簡単で、道やタクシー乗り場で
捕まえることができる。一般的な認識ではタクシーの供給は需要を上	
回っている。

タクシーの利便性と供給過多の状況は交通問題の原因となっている。
タクシーは交通量の増加に加担しているだけでなく、交通量の多い場
所での乗客の乗降は渋滞の原因となっている。さらに空車のタクシー
が客を捕まえようと同じ場所を何度も流し、状況により狭いレーンに	
乗り入れなければならないこともあり、歩行者や自転車等の通行者の
妨げになることも多い。

市は、すべてのタクシーへのニーズをひとつのシステムに集約・整理す
るため、バーチャル・プラットフォームを構築するべきである。このプラッ
トフォームは「つながるタクシー・サービス」（Taxi ConneXion:チームに
よる造語）と名付ける。その目的は以下の3点となる。
•	 需要ニーズの把握
•	 供給を需要地点にあわせて配置する
•	 供給の最適化

図13：
駐車場システムの最適化
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このタクシー・マーケットプレイスでは、オープンAPIやアプリ、またキオ
スクを介してタクシー需要を把握管理できるようになる。また、多くの	
独立したオペレーターとしてタクシー会社全体のエコ・システムを構築
することにより、供給を需要地点にあわせて配置することができる。また
このマーケットプレイスでは、キーとなるような場所を追跡監視し利用
可能なタクシーの数を制限し需給のバランスの確保を図ることになる。
そこではタクシーの供給は共同プールとして管理され、需要の発生時
を捉えて配車指示が行われる。「つながるタクシー・サービス」により	
交通渋滞の緩和とタクシーの運営費用削減が図られるのである。

将来的な取り組みとしては、未来交通システム研究開発拠点の中で本
コンセプトを拡大し、自走式車両を活用したパーソナル・タクシー・シス
テムを組み込んでいくことも可能だろう。

アテネ、リオデジャネイロ、ニューヨーク、オスロ、ワシントン等、現在多く
の都市が「つながるタクシー・サービス」に相当する仕組みを稼働させ
ている。

図14：
企業の枠を越えたつながるタクシー・サービス（Taxi ConneXion）
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9. 「ハブ＆スポーク」型の交通ネットワークの構築
京都市の地下鉄システムは、2本の主要路線が直角に交わるように縦
横に走り、直線的につくられている。地下鉄利用者数は徐々に増加して
おり、この3年間で 乗客が1万2千人以上増え、毎日30万人以上が地下
鉄を利用している。現在では、鉄道事業者7社局，バス事業者8社局の
連携による乗車券「京都フリーパス」も発行されている。」

京都市の主なバス・システムは8つのバス事業者により運営されてお
り、1つのコミュニティー・バス運営団体がある。バスの運行予定を巡る
熾烈な乗客の奪い合いがあった時期を経て、現在は利用者の利益を
最優先に考え各社が協力し、毎日約約37万人がバスを利用し移動して
いる。「洛バス」等の取り組みを通じ、市は、地域内移動に大いにバスを
利用してもらうよう、観光客へのアピールに力を入れてきた。

縦横に延びる地下鉄、鉄道、広域をカバーするバスのネットワークが	
あるにもかかわらず、バスの運行域（特に観光スポット周辺）で重度の
渋滞が発生している。

市は、鉄道、地下鉄、バスを含めた既存の交通インフラを統合した	
「ハブ＆スポーク」の交通システムを整備するべきである。共通の時刻
表、チケット料金課金システム、相互接続性、および運営主体の枠を超
えたロイヤルティー・スキームにより、新たな交通システムは利用者に
とってより便利なものとなるだろう。

市内の主要な拠点に「ハブ（交通結節点）」をつくり、この「ハブ拠点」	
間を結ぶ高速大量輸送システムを円滑に稼働させ、市内全域において
乗客の大量輸送を可能にする。市は、交通ホット・スポットの評価分析
を行って、最適な「ハブ拠点」の設置場所を特定しなければいけない。
その上で各ハブ拠点周辺の域内輸送を行う「スポーク（支線）」を設け
て、自走式車両を含め様々な未来型モビリティーを配備する。これによ
り乗客一人ひとりがそれぞれの嗜好にあわせてパーソナライズされた
公共交通による移動を楽しむことができるようになる。市は、未来交通
システム研究開発拠点と協力して、パーソナル・ラピッド・トランジット
（PRT）、バス・ラピッド・トランジット（BRT）ライト・レール・トランジット
（LRT）などさまざまな可能性を京都市の背景を踏まえた適合性の観
点から模索していくべきである。

現行のバスやタクシーの交通インフラは、段階的に大量輸送の未来交
通システムへと移行されるだろう。「ハブ＆スポーク」は、ヒトとモノ両方
の輸送を担うシステムとなる。アムステルダムやコペンハーゲン等、多く
の都市でこのモデルを採用し、利用者に優しい交通インフラの展開に
成功している。
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図15：
「ハブ＆スポーク」型の交通ネットワークの開発
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提言 7、8および 9: ビジネス・モデルの変革

市は、民間事業者から事業の所有権を奪うことなく民間と協力し機能する交通を実現する責任を有するべきである。

範囲と期待される効果

範囲
ここでの提言は、さまざまなビジネス・モデルの変革を要求する現在の交通問題を解決するためのものである。	
7.	 駐車場システムの最適化
8.	 企業の枠を越えたつながるタクシー・サービス（Taxi	ConneXion）
9.	 「ハブ＆スポーク」型の交通ネットワークの開発

期待される効果
車が効率的に駐車場に誘導される。タクシーは流し営業が減り、より効果的な乗客の獲得が可能になる。ハブ＆スポーク型インフラで行き先別に乗客輸送を行う。	
道路の全体的な交通量が減ることにより、排気が減り、京都市が環境に優しいまちとなることに貢献する。

実施しない場合の代償
市民および観光客から、京都市で最も不愉快なことはその交通量であると指摘され、道に溢れる車から排出される排気ガスは、環境を汚染し、観光客を遠ざけ、	
結果として市の経済に悪影響を与える。		

主体者と利害関係者（提案） 必要なリソース（推奨）

主体者:
•	 駐車場エコ・システムの基準策定とつながるタクシー・サービスについては	
京都市の交通政策担当部局。運営は民間組織が行う。

•	 未来交通システム研究開発拠点がハブ＆スポークのインフラを所有し、	
採用技術を確立する。運営は官民が連携して行う。

利害関係者: 
•	 駐車場エコ・システム: 駐車場設備を提供する事業者
•	 つながるタクシー・サービス: タクシー事業者
•	 ハブ＆スポーク型インフラ:	バス会社、鉄道経営者、政府および警察

•	 駐車場エコ・システムおよびつながるタクシー・サービス:	一部の駐車場	
および車について、ITおよび技術の改善	

•	 ハブ＆スポーク型インフラ:	限定的概念実証実験を実施するための技術と	
リソースの入手。展開においては、土地、エネルギー、資金、エンジニアリング、
管理経営スキル等、より広範なリソースが必要となる。

費用見積り:
•	 中：駐車場およびつながるタクシー・サービス	
•	 高：ハブ＆スポーク型インフラ
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提言 7、8および 9: ビジネス・モデルの変革 (continued)

依存性 主要マイルストーン、活動、期限

•	 最適なルート選択のためのリアルタイム情報に基づく交通管理
•	 ハブ＆スポーク型インフラ構築に関し、未来交通システム研究開発拠点。

駐車場エコ・システム: 
•	 パイロットとなる駐車場の選定
•	 入手可能な技術の実現可能性の検討
•	 情報集約モデルの展開
•	 交通情報との集約
•	 駐車場の本格的展開

つながるタクシー・サービス:
•	 タクシー事業者の必要最低限の量の確認
•	 限定的な概念実証実験の実施
•	 タクシーの呼び出しと配車のためのアプリの開発
•	 地域限定の社会実験
•	 リアルタイム交通管理との統合
•	 キオスクとの統合

ハブ＆スポーク型インフラ:
•	 論理的なハブ選定のため、乗客を含めた交通調査の開始	
•	 適切な技術オプションの選定
•	 限定的な概念実証実験の実施
•	 ハブ＆スポークの建設
•	 リアルタイム交通管理との統合
•	 既存の交通インフラへの展開および拡大

優先度

高	
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「伝統が進化・深化するまち、京都」
豊かな文化的遺産と伝統、高度な教育を提供する優れた大学・研究機
関、主要なIT・エレクトロニクス産業、強力な政治的リーダーシップを兼
ね備えた京都市は、「歩いて楽しいまち」を実現するための条件を充分
に満たしていると言える。チームは、京都市が2030年までにパーソナラ
イズされた公共交通システムの実現を達成し、このことにより世界的な
認知を得ることができるものと確信している。

チームからの提言を実行することにより、質的便益、量的便益を共に獲
得することが可能となる。質的便益には、市民の健康増進、市民交流の
推進、交通渋滞の解消、利用しやすい交通サービス、京都市の美しさ・
世界遺産・祭りを享受すること、等がある。量的便益には、地球温暖化ガ
ス排出量の削減、財政的に発展可能な交通エコ・システム、企業経済の
繁栄、観光産業の発展と観光客の満足度の向上等が挙げられる。

京都市の市民は誇り高く、強い意志を持っている。文化遺産に対する誇
りと、この先千年この街を守ろうとする共通の目的意識は、戦略・戦術
的決定を進めていくうえで重要な力となるだろう。

 スマーター・シティーズ･チャレンジ･チームは京都都市と京都市民に
心から感謝の意を表す。貴重な時間を割いてその見識と情報を共有し
て頂いたことは非常に大きな助けとなり、それらは提言の作成に大い
に活用できた。最後に、チーム・メンバーは伝統的な遺産を維持しなが
ら市民や観光客の生活の向上とビジネスの繁栄を求める京都市の姿
勢に、個人としてこれから先もつながりを感じていることを記しておき
たい。

5. まとめ
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付録	A:	謝意 （敬称略）

市職員 
門川 大作 – 京都市長

佐伯 康介 – 地球環境・エネルギー政策監

堀池 雅彦 – 交通政策監 

出口 博一 – 交通局次長

別府 正広 – 都市計画局歩くまち京都推進室室長

高見 孝幸 – 都市計画局歩くまち京都推進室担当部長

横木 孝司 – 建設局建設企画部技術総括担当部長

岩井 英人 – 建設局道路建設部長

大路 健志 –  都市計画局歩くまち京都推進室公共交通利便性向上	
担当課長

西山 真司 – 交通局企画総務部総務課長

長谷 耕治 – 交通局企画総務部財務課長

中澤 研治 – 都市計画局歩くまち京都推進室担当係長

吉川 克哉 – 都市計画局歩くまち京都推進室 

産業部門 / 学識者（面談実施順）
津田 和雄 – 京都駐車協会理事

Olena Sigal （オレーナ・シガル）  – 京都市国際交流協会

塚口 博司 – 立命館大学理工学部教授

6. 付録
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福井 誠二 – ヤマト運輸株式会社京都主管支店 業務改革部マネジャー

村上 祐子 – KBS京都ラジオ編成制作局局長	（当時）

横江 友則 – 株式会社スルッとKANSAI代表取締役専務	（当時）

井上 直浩 – 株式会社スルッとKANSAI執行役員

多賀 一雄 – 有限会社京都サイクリングツアープロジェクト	社長

辻 理 – サムコ株式会社 代表取締役社長

北村 裕喜子 – 公益社団法人京都府視覚障害者協会生活環境改善部長

近藤 智彦 – 京都タクシー業務センター事務局長

スペシャルサンクス 
黒澤 章子 – 通訳

Matt Clark （マット・クラーク） – CDS Development Solutions

鈴木 一秀 – CDS Development Solutions

吉崎 敏文 – 日本IBM.執行役員-スマーター・シティー事業担当

加茂 義哉 – 日本IBM.スマーター・シティー事業インフラ事業開発部長 

石田 啓一 – 日本IBM.スマーター・シティー事業インフラ事業開発部ビ
ジネス開発担当コンサルタント

金田 祥二 –  日本IBM.関西地域担当.法人セールス　プログラム・	
マネジャー

小川 愛 – 日本IBM.社会貢献担当部長

京都市民ならびに観光客の皆さま
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付録	B:	メンバー紹介

Rashik Parmar（ラシク・パーマー）
IBMアカデミー・オブ・テクノロジー 代表

	

IBMアカデミー・オブ・テクノロジーの代表であり、技術理事でもあ
る。29年間にわたりIBMの現場で金融、小売、製造業のお客様を対象と
したあらゆる規模のITプロジェクトに携わり、実績を積み上げてきた。
概して複雑なITプロジェクトを技術的に成功させることに手腕を発揮
している。近年はスマーター・シティー・プログラムの関連プロジェクト
および業界レベルでのイノベーションに向けた技術開発を指揮してい
る。

インペリアル・カレッジ・ロンドンでIBMパートナシップ・エグゼクティブ
を務めるほか、インペリアル・カレッジ・ビジネス・スクールのイノベー	
ションおよび企業家活動学科の非常勤講師および電気電子工学科の
客員教授としてインテリジェント・システムおよびネットワーク・グルー
プを担当している。

Holly Unland（ホリー・アンランド）
バイス・プレジデント、ソリューションズ＆	
テクニカル・セールス　

IBMのセールス＆ディストリビューション（販売管理）における世界規
模の横断的テクニカル・プリセール・サポートを担当している。主な対
象分野は以下の通り。
•	 グローバル業界別ソリューション・センター：テクニカル・プリセー
ル・センターのグローバル・エコシステム。テクニカル・プリセール・
センターは、IBMの製品とサービスの業界別ソリューション・ポート
フォリオに関連するお客様のビジネス問題を解決するためのワー
クショップ、概念の検証（POC）およびプロトタイプを担当業務とす
る。（米国、フランス、中国、シンガポール、ブラジルおよびインドの
各国各地）

•	 業界別ソリューション・ラボ（ISL）: ビジネス成長に向けてのお客様
の改革計画の支援を目的とした基礎研究所とIBM セールス＆ディ
ストリビューションとのパートナーシップ。（米国、インド、スイス、中
国、日本およびブラジルの各地）

•	 First-of- a- kind（FOAK）プログラム： IBMのリサーチ・コンテンツ
とお客様との相乗的能力を市場テストし、IBMの製品・サービスと
して商品化するプログラム。

•	 テックライン: テクニカル・プリセール部門と協力し、550人を超える
世界中の技術分野の対象分野の専門家（SME）がお客様、ビジネ
スパートナー、IBMお客様チームをサポートする。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校で文学士号を、サザン・カリフォル
ニア大学（USC）で経営学修士号を取得。
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Anand Narayan（アナンド・ナラヤン）
ディレクター、IBM グローバル・ビジネス・	
サービス ISA　
IBM インド プライベート リミテッド
	

自動車、工業製品、エンジニアリング、建設など、多岐にわたるお客様の
コンサルタントとして19年の経験を持つ。

アーメダバードのインド経営大学（IIM）で経営学の準修士課程を修
め、ムンバイ大学でコンピューター・アプリケーションの修士号および
理学士号を取得。経営学コースで経営とシステムを専攻し、従来型企業
のさまざま領域における情報システムに取り組む。

サプライチェーン、IT戦略、企業資源計画(ERP）の分野で幅広い経験
を持つ。これには、多数の企業部門とパッケージを跨いでのサプライ
チェーン診断、パッケージ評価と展開、IT戦略評価、中長期計画定
義、ERP実装を含む。

インド、欧州、オーストラリアにおいて対お客様のコンサルタント業務に
従事、IBMに、地理的枠組みを超えた豊かな経験をもたらしている。

 

江崎 智行
日本IBM. スマーター・シティー事業
モビリティ＆交通ビジネス開発担当部長

 
 
IBMで27年以上の幅広い分野での経験を持つ。この1年は、スマー	
ター・シティーの交通ビジネスとモビリティ分野における新規事業開
発を指揮している。8年間、ビジネス開発部長としてグローバル・ビジ
ネス・サービスおよびセールス・アンド・ディストリビューション領域で
自動車産業に特化したセールス・ソリューション・リードに携わる。こ
の間、V2X（コネクテッド・ビークル）のグローバル・オートモーティブ
SMEの認定を受け、拡大するV2X分野におけるクラウド・ベースのソ
リューション・ビジネスの世界展開を牽引する。

インターナショナル・アサインメントによりニューヨークにある本社の
CIOオフィスに2年間、また、ビジネス戦略のコーポレート・スタッフ・メ
ンバーとして1年間勤務。IBMに入社して最初の16年間、IBM大和研
究所に属し、製造業を中心としたプロダクト・ライフサイクル・マネジメ
ントおよびエンジニアリング・ソリューション・プロジェクト領域で幅広
い経験を積み、その専門性を高めた。

分野横断的バーチャル・チームをリードし、成長戦略の実行を牽引、
スマーター・モビリティ＆トランスポーテーション分野での新たな官
民連携の支援、事業・財務モデルの確立において、ソート・リーダー	
シップとグローバルな経験を発揮している。
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中村 航一 
日本IBM. ソフトウェア事業部
ソフトウェア・セールス　	
クライアント・テクニカル・スペシャリスト
	

ビジネス・プロセス・マネジメント領域におけるIBM認定ITスペシャ	
リスト。

IBMでのキャリアをソフトウェア製品開発研究室でスタート。2000年か
らの約２年半、米国開発セクションに属し日米開発チームを牽引する。
チームが開発した製品はリナックスワールドのプロダクト・エクセレン
ス賞ベスト・プロダクティビティ・アプリケーションを受賞した。

2006年にサービス・デリバリー・セクションに異動、自動車業界と保険業
界のお客様のグローバル・プロジェクトを率いた。ここでのプロジェクト
は2012年のCIO 100アワードを獲得した。

2012年からは、テクニカル・セールスおよびビジネス・プロセス・マネジ
メントを担当している。

10 件以上の特許を取得。また、多くの論文を寄稿し出版に至る。国内外
のカンファレンスで多数の発表を行っている。 

村上明子
日本IBM. ナレッジ・インフラストラクチャー　	
インフォメーション・インタラクション
主任研究員	

1999年、IBM東京基礎研究所入社。以降、自然言語処理関連の研究
に従事。テキスト・マイニングツールの研究開発において品詞管理や
辞書作成などを担当した後、昨今ではSNS (ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス）などの人と人とのコミュニケーションを対象とする研
究を行っている。2004年には役員補佐、2010年には基礎研究所の所
長の補佐を担当した。近年では、ITを活用した災害からの復興や減
災、リスク管理を実現する「レジリエント工学」の分野に、主にソーシャ
ル分析の立場から関わっている。著書として『チャンス発見の情報技術
（東京電機大学出版）（共著）』、訳書として『情報検索の基礎（共立出
版）（共訳）』などがある。 
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付録	C:	コネクテッド・コミューターの生活
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付録	D:	IBM first-of-a-kind (FOAK） プロジェクト

•	 試験的技術基盤ソリューションの取り組み
•	 未来新機軸の現在のビジネス問題への試験的適用
•	 幅広い産業分野におけるプロトタイプ・ソリューションの創出
•	 IBMのポートフォリオのための知的資本の創造

交通プロジェクト
SAFEST: より安全な旅のための状況認知
•	 鉄道の安全向上のためのセンサーとカメラの一体化
•	 アセットのさらなる活用
•	 燃料効率の向上
•	 より良い管理の許容
•	 総合的運用支援の提供

状況変化に対応した運用計画および立案
•	 計画立案のための高度な最適化システム

 – 変動状況データの収集と統合
 – 動的再計画の最適化アルゴリズム

•	 サービスの向上
•	 顧客満足の向上
•	 リソース利用の最適化
•	 運用コストの削減

公共交通機関のための次世代のプライシング・ソリューション
•	 様なモビリティ―のプライシング・ソリューションの提供
•	 シミュレーションと複合的運賃最適化機能の活用
•	 積極的なマルチモデルのレベニュー／イールドマネジメントの実現
•	 公共交通機関の新たな財源調達の提案
•	 プライシング・プロセスの簡素化
•	 自動化による既存保守業務の最小化

状況変化に対応した旅行・サービス産業の需要管理
•	 トラベル・パッケージの動的最適化とカスタマイズ化の実現
•	 顧客選好とロイヤルティ・マーケティング
•	 リアルタイム・マイクロマーケット・セグメンテーション
•	 マルチチャネル・マネジメント
•	 販売機会における成約率とROIの最大化
•	 追加的売上の強化
•	 顧客満足とロイヤルティの向上

多様な運賃の最適化
•	 マルチモードにおける運賃の最適化
•	 複数の情報ソースの認識と分析
•	 エンド・ツー・エンドの意思決定支援の提供
•	 より良いプランニングの実現
•	 コストの最小化
•	 経営効率の改善

政府プロジェクト
スマーター・トラベラー
•	 リアルタイムのインテリジェント交通システムの情報を旅行者に提
供するための、交通センサーの情報とIBMの交通予測技術の結合

•	 旅行者の嗜好・必要により情報を提供するための、コラボレーショ
ン／ソーシャル・ネットワーキング・ツールの活用

•	 交通渋滞と事故の削減
•	 旅行者の安全の向上
•	 旅行者の満足度の向上
•	 コストの削減
•	 二酸化炭素排出量の削減
•	 産官連携の促進による旅行者のための新規サービスの実現
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アジリティー強化に関するビジネス分析
•	 貨物と人の移動に関する準リアルタイムの最適化
•	 モデルの不確実さとリソースの適時デリバリーのための柔軟性付与
•	 経営効率の改善
•	 サプライ・チェーンコストの削減
•	 不測の事態後の復旧計画の改善

交通機関の利用者数の向上（躍動する都市づくり）
•	 より良い輸送計画の実現と、利用者数の向上、温室効果ガス排出の
削減、輸送システムの持続可能性向上のための設計

•	 任意のオプトイン携帯等、既存のセンサーを利用した人と車の移動
モデルの構築

•	 供給が需要を上回る前提で優先順位を決定するための、移動モデル
と都市情報および輸送情報との連動

•	 IBM GTSクラウドの利用によるエンド・ツー・エンド・デリバリーの	
実現

マルチモードによる輸送（躍動する都市づくり）
•	 複数の輸送モードの接続性の改善、温室効果ガス排出の削減およ
び渋滞緩和を目指したより良い輸送・交通プランニングとその運用
の実現

•	 複数の輸送モードに跨る人と輸送の移動モデル構築のための、輸送
における既存のセンサーの活用

•	 複数の輸送モードの調整にフォーカスした測定基準を用いることに
よる、既存の都市輸送システムの分析

シミュレーション可能な輸送ネットワークと運用の最適化
•	 クローズドループ・インテリジェント・トラフィック・マネジメント・	
ソリューションの提供

•	 意思決定支援のためのシナリオ指向シミュレーション・ツールの	
提供

•	 他の構成と運用戦略評価の許容
•	 輸送計画の質の向上
•	 観光客へのサービスと満足度の向上

交通に関するデシジョン・サポート・システム最適化ツール（DSSO）
•	 指揮中枢の意思決定を向上させるための総合ツール
•	 大量の輸送データ（リアルタイムおよび履歴）の使用
•	 事故検出と、影響予測・交通予測・制御計画の最適化および予測さ
れる効果評価との連動

•	 事故対応の最善策の提案
•	 レスポンスタイム短縮の実現
•	 生産性とサービスの向上

都市複合一貫輸送の動的最適化
•	 動的複合輸送ネットワークの最適化ツール
•	 モビリティ・リソースの配分と輸送オプションの最適化
•	 多角的公共輸送能力の最適化
•	 利用者数と収入の向上
•	 乗客一人当たりのコストの削減
•	 市民サービスの向上
•	 不測の事態や混乱時の迅速な対応の実現
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付録	E:	交通成熟度モデル
世界規模で行った広範囲にわたる調査と主要な交通事業団体との面
談に基づき、IBMは複数の輸送モードに関して、システム、情報、サービス
の統合レベルによる成熟度モデルを構築した。

この評価モデルにより、事業団体は自己のビジネスとITSソリューション
を総合的に捉え、ビジョンと目標を明確化することが可能となる。	
参考のため、典型的な交通事業者のプロファイルを以下に示す。

レベル 1	
個別

レベル 2	
中央管理

レベル 3	
部分的に統合

レベル 4	
多様に統合

レベル 5	
多様に最適化

戦
略
的
計
画

計画 機能分野のみ（単一モード） プロジェクト・ベース	
（単一モード）

統合ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ全般	
（単一ﾓｰﾄﾞ）

統合された小規模	
エリアベース	（多様な計画）

統合された地域	
（多様な計画）

実績測定 最小限 モードに定義された指標 組織間で限定された統合 多様な共有システム	
全般な指標

継続的なシステム全般実
績測定

顧客管理 最小限、顧客アカウントなし システム/モードで個別に	
管理される顧客ｱｶｳﾝﾄ

モード毎の多チャネル・	
アカウントの相互作用

多モードで統一された顧客
アカウント

多様な使用を最適化する	
統合された多様な動機

リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
作
成
能
力

データ収集 限定的または手動入力 主なルートのリアルタイムに
近いデータ

多種な入力を使う主な	
ルートのリアルタイム・	
データ

多種な入力を使う主なルー
トのリアルタイム・データ

全モードにかかわる	
システム全般のリアル	
タイム・データ収集

データ統合 限定的 ネットワーク化 共通ユーザ・インタフェース 双方向のシステム統合 拡張統合

分析 発生ベースでの分析 定期的かつシステム	
による分析

リアルタイムに近い	
ハイレベルな分析

リアルタイムな詳細分析 リアルタイムな多様な分析

支払い方法 手動での現金集金 自動キャッシュ・マシン 電子支払い 多様に統合された支払い 多種多様（料金カード、携帯
電話など）

リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
調
整
能
力

ネットワーク管理、応答 発生ベース、単一モード 中央管理、単一モード 自動化、単一モード 自動化、複数モード 多様なリアルタイム最適化

事象（事故）管理 手動検知、手動応答、	
手動復旧

手動検知、コーディネート	
された応答、手動復旧

自動検知、コーディネート	
された応答、手動復旧

自動かつあらかじめ計画さ
れた多様な復旧

リアルタイムデータをもと
にした需要に応じた多様な
復旧計画

需要管理 個々に固定された測定手段 長期変動性のある個々の
測定手段

短期変動性のあるコーディ
ネートされた測定手段

需要に応じて変動する	
値づけ

多様な需要に応じて変動す
る値づけ

移動情報 固定された情報 リアルタイムなアラートが制
限された固定的な移動計画

多種チャネルの移動計画と
アカウント毎のアラート受信

位置にもとづいた移動中の
多様な情報

位置にもとづいた多様で	
積極的なルート変更
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付録	G:	世界における交通提言の実行

San DiegoDubai ロンドン ストックホルム シンガポール Seoul Other

レベル 1	
個別

レベル 2	
中央管理

レベル 3	
部分的に統合

レベル 4	
多様に統合

レベル 5	
多様に最適化

戦
略
的
計
画

計画 機能分野のみ（単一モード） プロジェクト・ベース	
（単一モード）

統合ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ全般	
（単一ﾓｰﾄﾞ）

統合された小規模	
エリアベース	（多様な計画）

統合された地域	
（多様な計画）

実績測定 最小限 モードに定義された指標 組織間で限定された統合 多様な共有システム	
全般な指標

継続的なシステム全般実
績測定

顧客管理 最小限、顧客アカウントなし システム/モードで個別に	
管理される顧客ｱｶｳﾝﾄ

モード毎の多チャネル・	
アカウントの相互作用

多モードで統一された顧客
アカウント

多様な使用を最適化する	
統合された多様な動機

リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
の
作
成
能
力

データ収集 限定的または手動入力 主なルートのリアルタイムに
近いデータ

多種な入力を使う主な	
ルートのリアルタイム・	
データ

多種な入力を使う主なルー
トのリアルタイム・データ

全モードにかかわる	
システム全般のリアル	
タイム・データ収集

データ統合 限定的 ネットワーク化 共通ユーザ・インタフェース 双方向のシステム統合 拡張統合

分析 発生ベースでの分析 定期的かつシステム	
による分析

リアルタイムに近い	
ハイレベルな分析

リアルタイムな詳細分析 リアルタイムな多様な分析

支払い方法 手動での現金集金 自動キャッシュ・マシン 電子支払い 多様に統合された支払い 多種多様（料金カード、携帯
電話など）

リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
調
整
能
力

ネットワーク管理、応答 発生ベース、単一モード 中央管理、単一モード 自動化、単一モード 自動化、複数モード 多様なリアルタイム最適化

事象（事故）管理 手動検知、手動応答、	
手動復旧

手動検知、コーディネート	
された応答、手動復旧

自動検知、コーディネート	
された応答、手動復旧

自動かつあらかじめ計画さ
れた多様な復旧

リアルタイムデータをもと
にした需要に応じた多様な
復旧計画

需要管理 個々に固定された測定手段 長期変動性のある個々の
測定手段

短期変動性のあるコーディ
ネートされた測定手段

需要に応じて変動する	
値づけ

多様な需要に応じて変動す
る値づけ

移動情報 固定された情報 リアルタイムなアラートが制
限された固定的な移動計画

多種チャネルの移動計画と
アカウント毎のアラート受信

位置にもとづいた移動中の
多様な情報

位置にもとづいた多様で	
積極的なルート変更
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付録	H:	初期提案評価

短期
•	 不採算バス路線の民営化	
•	 道路脇の駐車抑制のための変動型駐車料金の設定
•	 地下鉄利用率の向上
•	 タクシー乗り場の集約と効率的な配車の実施	
•	 景観に配慮した休憩場所の設置
•	 主要なビジネス街での屋根つき空中回廊の敷設	
•	 認知をあげるためのキャンペーン	の実施
•	 カー・シェアリング	/	バイク・シェアリングの利用	
•	 道路の課金制の実施
•	 京都を実験場として活用する独立した未来交通の研究施設への投資

中期
•	 統合された駐車場システムの導入
•	 リアルタイム交通情報提供システムの導入
•	 統合された旅行情報提供キヨスク・システムの主要ポイントへの設置
•	 バス専用レーン	の敷設
•	 ハブ型バス運行システム	の実施
•	 リアルタイムな情報を利用した動的な交通管理の実施

長期
•	 新規的な技術の導入
•	 LRT	
•	 ソーラー・パネルがついた屋根つきの空中回廊の敷設
•	 ビジネス街の移転
•	 空中空間を利用した移動手段の検討
•	 京都の文化、仕事、生活を体験できる「生きた博物館地区」の設置	
•	 歩行者専用地区の確保
•	 環状線の敷設と周辺道路の通行止め
•	 道路交通管理を地方自治体への委譲

「歩くまち・京都」	での実効性

伝統との融合	

京都市民の行動喚起

持続継続性	

実行可能性	
（例:		エコ・システム、政策、利害関係者、法制度、制限、	制約、	
事例、信頼性、過去の実施有無）

影響度	
（例：経済効果、評判、その他の懸念事項）

大胆さ

効果/測定価値がでるまでの時間

リスク
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