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はじめに
新潟市は2014年度のIBMスマーター・シティーズ・チャレンジ支援対
象16都市の1つに選ばれた。これは、IBMがスマーター・プラネット
（Smarter Planet®）の構築のために取り組んでいる社会貢献活動の
一環である。2014年8月18日から9月5日までの3週間にわたり、6名か
らなるIBMの専門家チームは、篠田昭新潟市長とその幹部職員チー
ムにより特定された主要な課題に対し次の提言を行った。「新潟市の
新しい公共交通システムの立ち上げが全体として成功を収めること
ができるよう支援し、市の他の機能やサービスとの統合を漸進的に
深めて、中心市街地再生の最適化につなげる」

市の新しい公共交通システムの成功裏な開設
と利用促進、そして市の施設やサービスとの
革新的な統合、連携を行い、中心市街地の再
生を推進する支援の提供

課題
2005年に近隣の市町村と合併して以来、新潟市は本州日本海側最大
の都市となり、総面積は726.1 km2、総人口は80万人を超えている。新
潟市には主要な公共交通機関として鉄道、バス、タクシーがあるが、
今のところ最も広く利用されている移動手段は自家用車である。新潟
市の中心的な商業地区のひとつである古町地区における人口高齢
化と商業の衰退は、市職員が新しいバスシステムの開発を探る契機
となった。新潟市は、この新バスシステムがより多くの利用者を引き
付け、中心市街地の再活性化を促進することを期待している。2015年
夏前には、バス・ラピッド・トランジット（BRT）システムを開始する予定
である。

新潟市民と来訪者に路線バス・サービスを提供している民間の事業
者は１社であり、公共交通機関利用者数の減少に伴い採算が取れな
くなってきているため、路線廃止も発生している。さらにバスの到着時
刻や乗り継ぎ時刻に関する情報を得るのも容易ではない。

バス利用者の利便性向上や路線維持のために、空港リムジンバスや
近郊の路線バスは県や市から助成を受けている。公共バスで利用して
もらうために大量の非接触型IC乗車カード（「りゅーと」）が乗車に応じ
た特典つきで発行されている。

公共交通のサービスおよび機能の利便性と品質は、どちらも利用者
数を増やす上で最も重要な要素とみなされている。新潟市中心部の
いくつかの路線は過密状態で、バス停とタクシー乗り場は不便な場所
に存在する場合があり、公共交通機関の近くで駐車場を見つけること
は必ずしも容易ではない。車を運転できなくなった高齢者にとって、
公共交通機関の利用は一層重要性を増してくる。また、厳しい冬の天
候と高い CO2 排出レベルは、健康に関する問題を提起している。公共
交通機関の利用を増やすことで、新潟市は環境への影響を減らしな
がら、市民の生活の質の向上を促進できる。新バスシステムに対する
取り組みに市民参加を促し、来訪者に新バスシステムとそのメリット
を知ってもらうことは、公共交通機関の利用を全体として増加させる
上で極めて重要な役割を果たすだろう。

調査結果および提言 
IBMスマーター・シティーズ・チャレンジ・チームは公的セクター、民間
セクター、および新潟市の公共交通機関を利用する市民コミュニティ
ーへのヒヤリングを行った。チームは新潟市より提供された公共交通
機関に関する統計資料、レポート、計画書に加えて、公表された記事
の検討を行い、多様な公共交通機関の施設や新潟市の魅力について
調査した。このようなやりとりから得られた主な調査結果と所見を以
下に要約する。

新潟市の主な強み：
BRTを含め、近い将来に開始予定である、現在進行中のバスシステ
ムの変更は、新規路線へのバスの割り振りと運行頻度の改善を可
能にする。
「りゅーと」カードの発行枚数は現在までに10万枚を超えている。
現在進行中で2022年頃に完了予定の新潟駅高架化プロジェクト
は、新幹線と在来線への直通道路を提供することで中心街の渋滞
を低減する。

1.エグゼクティブ・サマリー
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主な課題：
新バスシステムのメリットともたらされる影響に対する住民の理解
度が低い。
バス路線、乗り継ぎ、停留所の位置が他の交通機関と連携していな
い。
新潟市は、市のサービス、機能、さまざまな魅力を推進する方法を
改善する必要がある。
市民・来訪者への伝達と市民・来訪者からのフィードバックは依然
として、伝達の範囲と情報の深さの面でやや限定されている。
「りゅーと」カードの使用は現在のところ公共バスシステムに限定
されている。

IBMチームは、新潟市に「つながる街」ビジョンを採用することを提言
する。そのためには、さまざまな交通機関、住民と来訪者のコミュニテ
ィー、および市の経済成長に関する関係者（これには地場産業の魅
力、現地拠点のある全国規模の企業、学術機関や医療機関が含まれ
る）の間で情報と商取引を結合して共有する方法を改善する必要が
ある。

また、新潟市は、公共交通機関、社会的プロセス、および経済プロセ
スに新しい機器や装置、やメカニズムを組み込む必要がある。IBMチ
ームが作成した「つながる街」中長期計画の提言は、新潟市による
BRTを含む新バスシステムの成功裏な開設と利用促進という短期目
標の達成を可能にし、長期的に見ると新潟市による都市の再生促進
を支援する。この「つながる街」中長期計画は、3つの要素からなる解
決策を通じて実現される。各要素を以下で簡単に説明する。

スマートな交通 には、新しいBRTシステム計画の最適化、すべての
交通手段にわたる情報の統合、先進的交通戦略の展開が含まれ
る。結果として、新潟市とその市民および来訪者は、より便利にな
った公共交通機関の乗り継ぎや、公共輸送業務の効率性の向上
によって、恩恵を受けることになる。

スマートな「りゅーと」コミュニティ ーは、現行の「りゅーと」カード・
システムを拡張して新サービスを提供する「eりゅーと」システム
を創設し、バス料金の支払い以外にも「りゅーと」カードを利用で
きるようにする。また、これには「eりゅーと」を基盤にした「シビッ
ク・プライド(市民としての誇りの醸成)」基盤の創造も含まれる。こ
の基盤により、住民と市は、市と地域コミュニティーのさまざまな
活動に関連する情報および商取引を交換でき、それが都市再生
と市民参加の促進に役立つ。

スマートなマーケティングと管理 には、市のコミュニケーションおよ
びプロモーション能力の強化、ソーシャル技術やモバイル技術を
利用した住民および来訪者との対話の向上、種々の都市戦略全体
のプログラム・マネジメント（複数のプロジェクトを管理すること）
の向上を担う、最高マーケティング責任者（CMO）とマーケティン
グ・チームの任命が含まれる。

長期的には、新潟市は、市の変革と再生を見込める以下の追加戦略
を検討すべきであると考える。
次世代技術による「つながる街」ビジョンの拡張
都市計画に関する施策の調整を含む、輸送を中心とした開発モデ
ルの作成
観光産業への注力と投資の強化
学術機関と近接していることを利用して大学新卒者を引き付け、主
要セクターの人員を拡大
新潟市の農業に与えられた国家戦略特区という立場の活用

まとめ
IBMチームが提出した中長期計画提言を取り入れ、丹念に実行するこ
とで、新潟市は先進の通信手段を利用して交通システム、市の経済成
長に関する関係者、および住民と来訪者のコミュニティーをつなぐ「つ
ながる街」を実現する。これは、公共交通システムの統合と最適化を向
上させ、その結果、新潟市全体のシビック・プライド（市民としての誇り）
と商取引が増す。新潟市は、中心市街地の再生を含む、インテリジェン
トな公共交通機関に対する取り組みの結果として、長期にわたり社会
経済的利益を享受するだろう。
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いくつかの理由で、新潟市は効率的で便利な新バスシステムを成功
裏に実施する上で良い状況にある。このシステムは、新たな乗客、健
全なコミュニティー、堅固な中心街の促進剤となるだろう。新バスシス
テムは、どのように市の課題への取り組みを支援し、その主要な戦略
をサポートし、市に新しい機会をもたらすのだろうか。以下にその概
要を示す。

成長する都市 
新潟市は新潟県の県庁所在地である。一連の市町村合併後、新潟市
の人口は80万人を超え、本州の日本海側に位置する最大かつ唯一の
政令指定都市となった。この人口の増加と地理的な拡大により、公共
交通機関に関連する新たな課題がもたらされた。これらの課題には、
十分な路線と運行頻度の提供などがある。

信濃川と阿賀野川という2つの大きな川が注ぐ新潟市は、「水の都」と
してよく知られている。公共交通機関により河川の両岸をつなぐこと
は極めて重要である。信濃川に架かる萬代橋は国の重要文化財に指
定されており、新潟市のシンボルとして市民に愛されている。提案され
たBRT導入区間では、萬代橋は信濃川の両岸を結ぶ要衝としての役割
を果たすことになる。

農業、食、観光 
新潟市では江戸中期（18世紀頃）以降、大規模農業が栄えてきた。今
日、新潟市は日本政府により農業分野の特別区域に指定されている。
新潟市はさまざまな農産物を産出すると共に、最高品質の米作りを
重視している。同時に、この地域の米菓や日本酒などの加工食品も非
常に有名である。市は「食と花の政令指定都市」と呼ばれる戦略を進
めており、最近では都心から離れた農業地域の開発と振興に力を注
いでいる。 

新潟市では、地元の農業を体験してもらう観光ツアーの企画と準備
を行う農業観光産業が成長を続けている。市は、上記に挙げた種々
の戦略に加え、新潟ニューフードバレー・プロジェクトにおける取り組
みを通じて市の食文化と食品関連産業を強化し、トップ「食品関連産
業都市」になることを目指している。市が誇る食文化を世界に広める
ため、市はユネスコ創造都市ネットワークの食文化分野の認定を目
指し申請中である。強力な公共交通システムは、市が推進する食およ
び農業関連の観光を支える上で重要な役割を果たすだろう。これは、
便利な民間交通機関によって現地を訪れる来訪者や市民が増加す
るからである。

つながる空港
日本海に面した主要都市のひとつである新潟市は、近隣諸国へのア
クセスが良い。新潟空港にはロシアのハバロフスクとウラジオストク、
中国のハルビンと上海、韓国のソウル、台湾の台北、および米国のグ
アムへの就航便がある。日本でハルビンへの就航便がある空港は2つ
のみで、新潟空港はその1つである。新潟空港から上記各地への移動
時間は2～4時間で、新潟市は北東アジアの利便性の良い玄関口とな
っている。しかし、新しいBRT計画では新潟空港と都心部を結ぶ路線
はない。市の中心街と空港を結ぶ乗り継ぎにBRT路線が加われば利
用増加につながり、最終的には世界中の都市からの観光客が増加す
るだろう。

緊急時対応および救援
さらに、新潟市は太平洋側、特に関東地方で大災害が発生した場合
に備えて緊急時対応および救援機能の開発を行っている。首都圏と
新潟港が比較的近いことを活用して、市は食糧供給と人道支援活動
の迅速なサポートを行うことができる。2011年の東日本大震災直後
には、福島県をはじめとする東北地方を支援した。南海トラフ巨大地
震の脅威のもと、このような救援に対する投資および取り組みは重要
性を増している。効率的な公共交通システムは、食糧、水、物資、およ
び人的援助が都市間を速やかに移動できるようにする上で役立つた
め、こうした緊急時対応能力の重要な構成要素になる。

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、世界人口の３分の２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、すべ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（スマーター・プラネッ
ト）」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が入り込んでいるこ
とを意味する。機能化（instrumented）、相互接続（interconnected）、
インテリジェント化（intelligent）が一段と進んだシステムを構築する
ことで、市民も政策立案者も、十分な情報に基づく意思決定の基礎と
なる新たな動向や洞察をデータから得ることができる。

スマートな都市（Smarter City：スマーター・シティー）は、テクノロジ
ーを使って都市の中核となるシステムを変革し、限られた資源を最適
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・シティーズ（Smarter Cities®）
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
市の各機能の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、統合と分析が成功への となる。

世の中が動く仕組み対して、インテリジェンスが装備されつつあるの
である。

IBMスマーター・シティーズ・チャレンジでは、世界中の都市が現在直
面している重要な課題に対処するためにIBMの優秀な人材のスキル
と専門知識を提供する。IBMは3週間にわたり専門家チームを現地に
派遣し、都市のリーダーらと密接に協力し合い、各都市をよりスマート
で、効果的にする方法についての提言を行う。過去4年間で100以上
の都市がこうした支援を受けてきた。スマーター・シティーズ・チャレ
ンジは、IBMが開始した最大の社会貢献活動であり、これまでに5,000
万ドルを超える規模の貢献をしている。

選考の結果、2014年のスマーター・シティーズ・チャレンジ対象16都
市の１つとして新潟市が選ばれた。

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
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
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B. 課題
2014年8月18日から9月5日までの3週間にわたり、6名からなるIBM専
門家チームは新潟市内で活動し、公共交通機関に関して主要な課題
に取り組む上での土台となる以下の提言を篠田昭市長に対して行っ
た。新潟市の新しい公共交通システムの立ち上げを誘導して、全体と
して成功を収めることができるよう支援し、他自治体の機能やサービ
スとの連携を漸進的に深めて、中心市街地再生の最適化につなげる。

市の新しい公共交通システムの成功
裏な開設と利用促進、そして市の施
設やサービスとの革新的な統合、連
携を行い、中心市街地の再生を推進
する支援の提供

現在、新潟市は8区で構成されている。一連の市町村合併後、新潟市
の規模は、総面積232km2（2001年）から、726.1km2（2005年）に拡大
した。市の統治機能の多くは中央区に残っているが、広大な統治範囲
と自家用車を所有する市民が多いことから、新潟市の人口集中地区
は郊外に広がった。その結果、古町などの繁華街はゆっくりと衰退し
ている。

昨年、新潟市は新バス・システムの計画を発表した。現在、バスは新潟
市民にとって最も広い範囲を網羅し、比較的低料金で利用できる公共
交通手段である。したがって、市の新しい交通計画は、バス・システム
の改善に主眼を置いている。市は、BRT（バス・ラピッド・トランジット）
システムを開始するために既に新規に4台の連節バスを調達してお
り、新しいバス路線の設計と新潟駅周辺地域の一層の整備を行う予
定である。

新潟市は民間セクターの参加を得て、公共交通を変革し、一般市民、
企業、来訪者による公共交通機関の利用を増やすことで中心街の再
生を促進したいと望んでいる。また、公共交通機関の利用を増やすこ
とによって、市民の健康、安全および生活の質を向上させ、さらに交
通量と CO2 排出量の削減も実現して環境への影響を低減したいと考
えている。

新潟市は以下のことに重点を置くようIBMチームに依頼した。
市の公共交通機関の全体的な概念の一部として、提案されたBRT
システムを把握すること。これには、BRTシステムが市民および来訪
者の健康と生活の質の向上に加えて、市の経済開発の改善にどの
ように関係しているかについての理解も含まれる。
公共交通が市の中心部の活性化をどのように支援するのかを考え
ること
市民と来訪者の間でBRTの認知度や容認度をどのように向上させ
るかを提案すること。

6 Niigata, Japan



A. 調査結果および背景
新潟市民と来訪者に公共バス・サービスを提供している民間の事業
者は１社であり、公共交通機関利用者数の減少に伴い採算が取れな
くなってきているため、多くの路線が廃止に追い込まれている。さらに
バスの到着時刻や乗り継ぎ時刻に関する情報の取得は容易ではな
い。利用者数を増やすために、空港リムジンバスや近郊の路線バスは
県や市から助成を受けている。公共バスで利用してもらうために非接
触型IC乗車カード（「りゅーと」）が乗車に応じた特典つきで発行され
ている。

公共交通のサービスおよび機能の利便性と品質は、どちらも利用者
数を増やす上で最も重要な要因とみなされている。新潟市中心部の
いくつかの路線は過密状態にある。バス停とタクシー乗り場を再配置
し、パーク・アンド・ライド機能をより広範囲に導入すべきである。車
を運転できなくなった高齢者にとって、公共交通機関の利用は一層
重要性を増してくる。また、厳しい冬の天候と高い CO2 排出レベル
は、健康に関するな問題をもたらしている。公共交通機関の利用を増
やすことで、新潟市は環境への影響を減らしながら、市民生活の質の
向上を促進できる。新バスシステムに対する取り組みに市民参加を促
し、来訪者に新バスシステムとそのメリットを知ってもらうことは、公
共交通機関の利用を全体として増加させる上で極めて重要な役割を
果たすだろう。 

IBMチームは、新バスシステムのみに注目するのではなく、包括的な
観点から新潟市の公共交通機関に関する課題にアプローチすること
が重要であると考えた。これを実現するために、チームは新潟市の都
市政策部に加えて、タクシー協会、鉄道会社、新潟市最大の民間バス
会社からも情報を収集した。公共交通機関の現在および将来の利用
者である市民グループも率直な意見を提供してくださった。 

地元経済に対する公共交通機関の関係と影響に関する情報を得るた
めに、IBMチームは市の経済部、農林水産部、新潟中心商店街協同組
合および商工会議所、業界代表者らとの会合を持った。観光、空港、お
よび港湾の各事業者は、観光やビジネスを通じてより多くの訪問者を
呼び込める潜在的な機会について深い洞察を提供してくださった。最
後に、チームは環境部、保健衛生部、危機管理防災局から、環境の影
響、その環境による住民の健康と安全に関する情報を収集した。 

上記の新潟市のさまざまな団体から提供された情報の精査に加え
て、IBMチームは新潟市の公共交通機関を実際に利用し、さまざまな
公共交通機能と市の魅力を調べることに時間を費やし、直接的な知
識と体験を得た。このようなやりとりから得た主な調査結果と所見を
図2にまとめた。

3.調査結果、背景、中長期計画 
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新潟市長のリクエスト 議論したテーマ 現在の強み 改善の機会があるところ

計画中のBRTシステム
の把握

運用の効率化
利用の阻害要因
安全、健康、環境

「新システムにより、新しい路線
が利用可能になり、運行便数が
増加する」 

「新潟駅の高架化による渋滞低
減の見込み」

「通勤時間帯にもかかわらず、ほとんど人の乗っていない
バスもある」

「バスの乗り換えは不便だし運賃も高くなる」

「新しいバス路線がどこを通るのかわからない」 

「バスの時刻と場所が他の交通機関と連携していない」

公共交通と都市部の再
活性化とのつながり

利便性
様々な交通手段
市民のプライド
Civic pride

「りゅーとカードは現在10万枚
以上が発行されている」

「古町を通るバス路線が非常
に多い」

「新しくできたショッピング・センターに比べて、古町にはほ
とんど人が来なくなってしまった」

「市民が新潟市により強い愛着を持つようにしなければな
らない」

「新潟は、これまで新潟自身を売り込むのがうまくいってこ
なかった」

りゅーとカードは、街の他の多くの経済活動に利用すること
ができる

BRTの認知度や容認度
の向上

新潟市の魅力
市民の市政・諸活動
への積極的な参画
成果を重視したプロ
グラム

「バスの利用者数は、昨年少し
増加に転じた」

「新システムになって何がどう
変わるのかを理解できれば、新
システムを支持したいと思う」

「バス・システムを維持すること
は、私達の未来にとって極めて
重要だ」

「新潟市の長期的ビジョン、バス・システムの変更がわかり
にくい」

「新潟市のコミュニケーションは一方向であるように感じ
る。私達の意見が反映されているようには思えない」

「バスの便数が少なすぎるので、乗ろうと考えたことがな
い」

「ショッピング・センターの近くにバス停やタクシー乗り場
が欲しいし、タクシーに乗りやすくしてほしい」

図 2: 初期調査結果のまとめ
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IBMチームは意味のある提言を行うために、調査結果と新潟市の公
共交通機関の現在の長所と短所を考察した。よって、各提言は、適用
可能な要素、機能、メカニズムを使用して既存の課題に対処してい
る。

都市開発や公共交通機関に関して日本で普及している成功事例は、
郊外への無秩序な拡大を抑制して都市の中心部に都市機能を集中
させる「コンパクトシティ」などのモデルを強調している。しかし、IBM
チームは新潟市固有の地理的、社会的、商業的な現実を鑑み、より包
括的な観点から市の課題に取り組むことにした。

B. 中長期計画 
新潟市へのIBMチームの提言は「つながる街」というビジョンの採用で
ある。それには、交通機関、市の経済的構成要素、および市民と来訪者
のコミュニティー間のつながりを改善する必要がある。IBMチームによ
り作成された「つながる街」中長期計画は、新潟市によるBRTを含む新
バスシステムの成功裏な開設と利用促進という短期目標の達成を可
能にすると同時に、都市の再生も促進できる。これらの短期的成果と、
このセクションの後半で説明するいくつかの長期戦略により、新潟市
は、「つながる街」を通じて10年足らずで社会経済的メリットを促進す
るという世界的先駆者の立場に立つ可能性がある。新潟市の「つなが
る街」ビジョンの実現を支援するために、IBMチームは3つの提言領域
を作成した（図3参照）。

スマートな  
交通と運送

新BRT計画の最適化

あらゆる交通手段の統合

先進的な交通戦略の展開

スマートな 「りゅーと」 
コミュニティー

eりゅーと：りゅーとカードのバス運賃以外への拡大

「市民プライド」の基盤をeりゅーとの基盤上に構築

eりゅーとを原動力とした都市部の再活性化

スマートな  
マーケティングと  
その管理

最高マーケティング責任者（CMO）とそのチームを編成、コミュニケーションと宣伝の強化 

ソーシャルやモバイルによる市民や観光客との交流

市の複数の取り組みにまたがったプログラム管理の改善

図 3: 「つながる街」に関する提言
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スマートな交通 には、さまざまなセンサーやデータ・ソース (情報
源) からの情報の収集と分析が含まれる。また、先進のモデリング
およびシミュレーション技術も使用して、市の交通機関の統合と
最適化を強化する。スマートな交通戦略には、新しいBRTシステム
の立ち上げと最適化、BRTと市内の他の交通機関との統合、利便
性の良い接続の増加に関する提言が含まれている。さらに、IBM
チームは、新潟市がオープン・データをどのように適用すれば路
線計画、スケジューリング、停留所の変更などでインテリジェント
な最新式の意思決定を推進することができるかについても考慮
している。

スマートな「りゅーと」コミュニティ ーでは、現行の「りゅーと」支払
いシステムを拡張して「eりゅーと」システムを創設し、バス料金の
支払い以外にも利用できるようにする。これを新潟市が官民共同
事業として運営し、市全域の商店で支払いやポイント交換ができ
るようにすることを提言する。これにより、匿名化された取引情報
のベースを構築しながら、市民および来訪者の利便性を高める。
このような情報は企業が目的に合わせたプロモーションを強化
する上で役立ち、より効果的で、多くの場合パーソナライズされた
サービスを商店からコミュニティーへ提供することが可能にな
る。さらに、新潟市は「eりゅーと」カードの利用を行政サービスや
市民活動にまで拡大して、インセンティブ・プログラムを展開する
ことが可能である。幅広い「eりゅーと」カード利用は、公共交通機
関の最適化を促し、社会経済の再生実現を容易にする。そのネッ
トワーク効果からコミュニティーは恩恵を受ける。

スマートなマーケティングと管理 には、市役所の各部署と協力し
ながら、市のコミュニケーションおよびプロモーションの強化を行
う、最高マーケティング責任者（CMO）とマーケティング・チーム
の任命が含まれる。ソーシャル・メディアやモバイル・アプリケー
ションによる市民や来訪者と市との対話は参加を促進し、コミュ
ニティー体験を高める。プログラム・マネジメントの成功事例を
市の各部局および戦略全体に展開することで、プログラムの成功
とより迅速な成果の獲得が確実になる。

IBMチームは、新潟市が即座に実施すべきステップ（0～90日）、短期
的に実施すべきステップ（4～12カ月）、中期的に実施すべきステップ
（2年目）を示した2016年夏までの詳細な実施計画を作成した（図4
参照）。

提言が新潟市に受け入れられたら、市の幹部職員は「Day 0」ステップ
（BRTの路線計画の開始、「eりゅーと」プログラムの開始、CMOの任
命、市役所内でのプログラム・マネジメント・オフィスの開始）を実行
に移すことが求められる。

図4には同様の即時必要なステップが提示されてており、同時に、市
が最初の90日間に進めるべきこと、さらに、2015年夏に予定されてい
るフェーズ1の BRT開始までの短期ステップまでに進めるべきことが
示されている。 より複雑な中期ステップは、2年目に導入するように実
施計画に組み込んでいる。これらのステップは、早期の戦略が無事完
了していることが前提である。

前述したように、新潟市が考慮すべき追加の長期戦略がある。そのう
ちのいくつかは既に開始されている。これらの長期戦略には以下の
ものが含まれる。 
ウェアラブル・デバイス、低コストの簡易センサー、家庭および個人
用の機器や装置など、次世代テクノロジーを実装することで、「つな
がる街」ビジョンとその機能を拡張する。
200人以上の住民を引き付ける中心街の新築分譲マンションを開
発した構想を土台に展開する、公共交通重視の開発モデルを作成
する。この開発モデルには、特定の地域の再区分や民間セクターの
「ビジネス改善特別区」の設定を含めることもできる。その結果、
古町など、特定のビジネス地区の環境を改善するための特別助成
金が交付される可能性がある。
対象とする国内および国際市場を特定し、これらの市場に新潟市
が提供する広範囲の魅力や機能を知ってもらうことで観光事業の
取り組みを強化する。市は米国で広く行われている「観光事業改善
特別区」を設けて、観光産業振興のためのこの重要な投資に資金
を投入することもできる。このような特別区では、その地区のホテ
ルに適用される特別税が財源となる場合が多い。これらの資金は、
その後、より多くの訪問者を市に呼び込むためのプロモーションに
投入される。来訪者が増加することで、ホテル滞在客の増加につな
がる。
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定評のある伝統的な学術施設や職業訓練施設を活用して、国内お
よび海外の学生を呼び込む。これは、新潟市が産業労働力の若返
りと拡大に取り組む上で役立つ。市は、大学がより多くの留学生を
受け入れ、重要なスキルや新鮮なアイデアを地元にもたらすよう
奨励することができる。

新潟市が農業分野での国家戦略特別区域に選ばれたという立場
を生かして農業および食品産業を変革し、食品加工施設と農産物
の輸出を増やす。同時に、新潟市は最新の生産技術を栽培と収穫
に取り入れるべきである。

図 4: 提言の実施計画

先進的な交通戦略の展開

ソーシャルやモバイルによる市
民や観光客との交流

最高マーケティング責任者（CMO）とそのチー
ムを編成、コミュニケーションと宣伝の強化

CMOの任命
およびプロジ
ェクト管理オ
フィス（PMO）
の始動

PMO運営モデルの確立

マーケティング・システム
やソーシャル・モバイルア
プリケーションの開発

市民や利害関係者の参画
開始

効果測定および市民の参画度
合い・キャンペーンの改善

ITプラットフォームの確立

イベントやキャンペーンの
計画、テレビ・ラジオやそ
の他メディアへの案内

BRTキャンペーン
開始

イベントやキャンペーン
の実行

コミュニケーション戦略とセグメントの定義

BRTの利害関係者との
協業の開始

eりゅーと運用モデ
ルの策定

アプリケーションおよび統合
サービス基盤の策定

ジョイント・ベンチャーの立ち
上げおよびeりゅーとの広範な

配備

商業パートナーに対する
試験運用

乗客や商業者へのCRMの積極的
な宣伝

サービス・パートナーに
対する試験運用

表彰イニシアチブの立
ち上げ

データ・フレームワー
クの定義

eりゅーとプロ
グラムの公
表

(1日目) (3ヵ月後) 2015年7月

第1期BRT開業予定

2016年7月

スムーズな乗り換えのた
めの交通インフラ

交通アプリケーション
の構築

BRT、バス,フィーダー・バス、および鉄道
の統合システムの最適化

データ獲得のための、多額の
投資を要しないセンサー配備

BRT、バス,フィーダー・バス、お
よび鉄道の統合

モデルとなる主
要なシナリオ

道路交通やバス利用状
況のデータの分析 BRTのためのバス路線最適化

BRT路線計画
のキックオフ

eりゅーと：りゅーとカードのバス運賃以外への拡大

新BRT計画の最適化

「市民プライド」の基盤をeりゅーとの基盤上に構築

あらゆる交通手段の統合

eりゅーとを原動力とした都市部
の再活性化

市の複数の取り組みにまたがったプ
ログラム管理の改善

スマートな交通と運送 スマートな「りゅーと」コミュニティー スマートなマーケティングとその管理



A. スマートな交通

4. 提言

図 5: スマートな交通に関する提言の主な要素

新BRT計画の最適化

バスとその他の交通データ
シナリオのモデリング
バス路線と停留所の変更

BRTの成功裡の立ち上げと受容

あらゆる交通手段の統合

センサー
鉄道、タクシー、航空、駐車場、自転
車との統合
洗練された運用

利便性、柔軟性、効率性の向上

先進的な交通戦略の展開

交通・運送と街全体の継続的な改
善

最適な路線計画
交通とイベントのシミュレーション
オープン・データ

目
標

手
段

価
値
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提言1：新しいBRTシステム計画の最適化
新潟市は現存の公共輸送手段を補完し、強化するために新しいBRTシ
ステムを最適化する必要がある。そのためには、先進的交通戦略の全
面提供開始が新潟駅高架化竣工予定の2022年頃までかかる可能性
があることを認識した上で、BRT立ち上げに先立つ主要ステップを完
了しておくことが肝要だ。

BRT開始に先立ち、新潟市は既存の交通基盤を評価し、交通需要分析
を実行する必要がある。既存の交通機関使用率を測定するには現行
のバス、自動車、および道路の使用を分析すべきである。このデータは
1カ所から得られるものではなく、さまざまなバス会社など、複数の情
報源から収集をしなければならない。例えばタクシーと自家用車の使
用率に関するデータは、タクシー乗り場の数と市内の1日あたりの利用
者数/乗車数に留意して測定する。こうして収集したデータから、利用過
多および利用不足の交通機関を見極め、特定の地域の需要に応じてよ
り適切にリソース、資源を配分できる。

市は、交通機関が市民、特に高齢者、子供、障がい者の健康と福祉に
どのように貢献し、必要なものを提供しているかどうか検討すべきで
ある。待合所やベンチのあるバス停の数、車椅子で利用できる施設が
いくつあるかなど、既存のバス停から関連情報を収集することが重要
だろう。 

次に、市は、新たな利用者を引き付けるシステムを実装するのに役立
つ交通需要データを収集する。これには、起終点（O-D）需要調査を実
施して、追加の公共交通機関の潜在需要や、交通ニーズが満たされて
いない特定の地域を発見することが含まれる。このデータは、面接と
世論調査をサンプリングすることで収集できる可能性があり（参考文
献1）、広範囲の乗客層を含めるとよい。

その後、市は新しいBRTバス路線と既存のバス路線の統合を準備す
ることが必要だ。

市内の現行のバス路線システムは、乗客の不満が示しているように
顧客満足度を最大化するために最適化されていないところがある。こ
うした意見は、IBMチームが同席した市民コミュニティーでの話し合
いの中で聞かれた。これは市民が自家用車を使用する原因にもなっ
ている。これは、現行のバス路線が一部の利用者に長い待ち時間を
強いていることや、多くの場合利用頻度の少ない人や不定期に利用
する人には非常に分かりにくいことと関係している。

すべての交通手段にわたる交通需要に基づき、市はバス路線計画を
見直す必要があるだろう。これには、既存路線の変更や新規路線の開
発も含まれる。これらの調整を行う際、以下の2つの重要な設計ガイド
ラインに従うとよい。
幹線（主軸）道路上の路線の重複を最小化する。
利用者を周辺道路や乗り換え拠点に運ぶためにバスを再配置す
る。
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路線再編では、現行のバス利用者、将来のバス利用者、および市の交
通関係各部署からのフィードバックを取り入れ、シナリオ・プランニン
グ研究を実施して将来の変更による潜在的な影響をモデル化すべき
である。同時に、駐車場および乗り換え拠点の要件がBRT計画に確実
に盛り込まれるようにしなければならない。

初期の立ち上げ段階では、BRTバス路線は既存路線と部分的に重な
る高速化されたバス路線の広域ネットワークで構成する。また、バス
停の数は一般路線より少なくし、都心部のロータリー内に混合交通流
車線を表示する。将来的には、在来バス路線をBRT路線に置き換えて
広域のハブ・アンド・スポーク型ネットワークを構成し、バス専用走行
路を設置する。これにより、複数のバスが特定の道路に集中し連なっ
て運行することで生じている遅延を解消し、BRT路線を横切って車線
変更する車との衝突を削減することができると考える。

導入する新しい交通路線または交通手段に対して、新潟市は1日に見
込まれる乗客数に基づき単純な流量分析を実行することができる。こ
れはバス路線、バス停、および運行頻度の最適化に役立つ。この段階
では、提言2で説明しているように、単純な流量分析では明らかにで
きない事象や変動を反映する精度の高い分析を実行するために、モ
ンテカルロ・シミュレーション法（参考文献2）などのより高度な方法
を検討することが望ましい。このような正確なシミュレーションは、交
通や、時々渋滞を引き起こすなんらかの原因により減速したバスの影
響をモデル化して、交通渋滞について説明することができる。ひとた
びこのようなモデルを作成して検証すれば、これは重要なツールにな
る。市は、特別な事象、事故、または自然災害の発生時に実行すべき
サービスの設計も含め、計画立案にそのモデルを継続的に使用でき
る。また、通行料金、車線管理、駐車場管理で大規模な変更を導入す
るなど、より根本的な変更をモデル化する場合にも使用できる。

新しいBRTシステムの立ち上げ準備を整えたら、市は職員やボランテ
ィアを追加して路線について交通機関利用者に対して研修を実施し、
近く行われる変更について情報を提供し、交通整理をすることで新し
い路線へのスムーズな移行をサポートする。理想的な経路選択を見
極めるには時間をかけて継続的に分析と微調整を行うしかないが、初
期の路線再編計画では、市の基幹公共交通軸上の路線間の重複を大
幅に削減すべきである。さらに、公共交通機関利用者を都心内の乗り
換え拠点に輸送して、利用者が容易に他の公共交通機関に乗り換えら
れるようにする路線があれば理想的である。

提言2：すべての交通手段の統合
新潟市は、市の複合交通網のすべての交通量の多い要素（BRT、幹線
バス、支線バス、タクシー、自家用車、鉄道）を統合すると同時に、他の
交通量の少ない要素（自転車、飛行機、フェリー）の調査も行って乗降
客の利便性を高め、遅延を減らし、利用者の満足度を最大化すべき
である。これにより、住民および来訪者の公共交通機関利用体験を一
様に高めながら、市全体の交通網の最適化、公共交通機関の効率性
の大幅な向上、緊急対応の制御が可能になる。

これらの目標を達成するには、市は最初に新潟市の交通システムを利
用する典型的な乗降客および階層の乗降パターンをモデル化する必
要がある。階層の例として、定期的に利用する通勤・通学者、時々利用
する住民または来訪者などが挙げられる。提言1で説明したO-D調査
は、このデータの多くを提供する。この調査では、BRTバス、自転車やタ
クシーおよび自家用車のシェアリングなどの新機能を公共交通機関
利用者がどのように使用するかを明らかにすることもできる。
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さらに、市は交通シミュレーションも行うべきである。交通シミュレー
ションは、路線計画、特別な事象への対処、新しいサービスの導入に
役立てることができる。シミュレーションを行うと、提案された交通流
改善方法により生じ得る影響について明確な見通しが得られる。
「what-if」シナリオなどの一部のシミュレーション技術は、事故や自
然災害などのシミュレートされた事象に基づいて交通渋滞や雑踏を
防止するために利用できる。洗練度はさまざまだが、多くのシミュレ
ーション・ツールが入手可能である。市は専門家と相談してニーズに
合ったツールを選択すべきである。例えば、広島市でうまく活用され
たツールがある（参考文献3）。このツールは、高度分析と既存の交通
情報から抽出されたビッグデータを主体別の交通シミュレーターの
作成に適用された。

交通量の多いすべての交通手段の統合と編成を行うためには、市
は、システムがどのように機能しているかについて信頼できる情報を
生成する必要がある。例えば、鉄道の新潟駅または白山駅から都心へ
のバスへ乗り換えて、さらに秋葉区または東区への長距離バスに乗り
継ぐ利用者は、乗り継ぎで長時間待たなくてすむように、信頼できる
経路指定情報を必要とする。それには交通網を「検知する」ことが欠
かせない。これは、GPS自動応答装置（単純な装置またはビーコン）を
各バス・電車に搭載し、それぞれのGPS配置拠点でメッセージや最新
情報を配信することにより、簡単かつコスト効率の良い方法で行え
る。そしてこれらの信号をすべて受信し、公共交通機関や、特定の場
所の公共自転車の空き状況など、その他の関連データを追跡する集
中システムを開発すべきである。また、交通渋滞警告の提供、交通量
チェック、バス到着モニター、公共自転車空き状況の検知を行うため
にビデオ・カメラを使用するなど、低コストで簡易な他の検知方法を
実行することもできる（参考文献4、5）。

新潟市の複合交通網の統合を成功させるために必要なもう1つのス
テップは、さまざまな交通システムおよび手段の円滑な接続を確保す
ることである。例えば、バス停とタクシー乗り場は鉄道の駅や自転車
プーリング拠点に近い場所に配置して、1つの交通手段から別の交通
手段へスムーズに乗り換えられるようにする。また、乗客に便利な乗
り継ぎ情報を提供する、スマートフォン、iモード、またはSMS向けの簡
易アプリケーションも作成すべきである。これにより、住民はアプリケ
ーションに出発地と到着地を指定して可能な最適経路と乗り継ぎオ
プションに関する情報を取得できる。例えば、バスと電車、バスとバス
または自転車、バスと自転車などの乗り換えが含まれる場合もある。
センサーを利用するため、アプリケーションは現行のスケジュールと
接続情報を考慮して、最短時間の経路を計算できる。市の新しいビー
コン・システムを活用することで、システムが次のバスまたは電車の
到着時刻情報を乗客に提供できるようにする。 

スマートな「りゅーと」コミュニティーの項で説明した、さまざまな輸
送機関の間での単一のIC乗車カード利用など、他の統合メカニズム
は、新潟市の交通全体に及ぶ統合に役立つだろう。

最後に、追加的なBRTターミナルの計画は、市の駐車場に関する方針
（例えば、駐車場またはパーク・アンド・ライド施設はいくつ必要かな
ど）と併せて検討する。BRTシステム導入に成功したブラジルのクリチ
バの事例を参考にすると、新しいBRTターミナルには案内所またはキ
オスク (簡易建造のスタンド)、自動販売機、新聞の売店、簡易小売施
設などの利便施設を設置すべきである（参考文献5）。
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提言 3：先進的交通戦略の導入
新潟市は、絶えず世界中の先進的交通戦略に目を配り、関連戦略を選
択的に導入して、公共交通機関利用者の体験を高めるようにすべき
である。高度道路交通システム（ITS）ダッシュボードやシミュレーショ
ン・ツールなどの技術を活用するには、分析の統合と表示、実績の追
跡、および経路最適化計画を集中システムで行う必要がある（参照文
献3、6、7）。また、市は「オープン・データ」または「オープン・ガバメン
ト」に取り組むべきである。すべての公共交通データおよびアプリケ
ーションをオンライン上に公開することに加えて、この取り組みによ
り、市は、すべての行政活動にわたって住民に対して透明性を示すこ
とになる。さらに、住民や来訪者に一元的な交通情報を提供したり、
企業や市の部署間ですべてのデータ形式を標準化したりする上でも
役立つ。

移動時間、信頼性、利便性、運用効率、安全性と危機管理に関するパ
フォーマンスを向上させるために、市は多種多様なITSテクノロジー
を市の既存システムに統合することができる。ITS機能には車両の流
れの優先順位、運用および保守管理、オペレーターとの通信、リアル
タイムの乗客情報、安全および危機管理システムを調整する機能が
含まれている（参考文献6、7）。

ITSアプリケーションには以下のようにさまざまな種類がある。
運行管理システム ̶  これらのテクノロジーには、運用効率の改善、
サービス信頼性の向上、および移動時間の短縮によりBRTの運行を
強化するシステムが含まれている。運転手のスケジューリングや配
車を行って交通機関を支援する交通運用ソフトウェア・アプリケーシ
ョンなどがある。
乗客情報システム ̶  これらのシステムは、すべての交通サービス
に関する情報を顧客に提供する。乗客の満足度の向上や待ち時間
の短縮が可能なため、利用者数の増加につながる。
すべての公共交通機関（バス、電車、フェリー、バス停とバスターミ
ナル）の安全および危機管理システム ̶  すべての輸送車両とバス
停/ターミナルに監視カメラを設置することで、乗降客と運転手の
安全の向上に役立つ。このようなシステムを導入する場合、考慮す
べき2つの重要な問題がある。カメラの数と画像およびビデオを中
央の情報記憶装置にダウンロードする頻度である。
交通管理システム ̶  これらのシステムには、上述したモンテカル
ロ・シミュレーション・モデルなど、渋滞を削減するためのシステム
を設計するときに使用できるモデリング技術が含まれている。観測
システムおよび管制センターも潜在的な問題領域をモニターする
ために使用できるため、市の職員は迅速に行動を起こし、問題に
対処できる。
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「合理化」と総称される一連の戦略は、全体的な自動車輸送量を削
減するために冬季でも実施可能である。これには、徒歩および自転車
の回遊性の向上、安全に通行できる歩道の増加、カー・プーリング（1
台の車へ複数が相乗りすること）の促進、駐車場管理の向上が含まれ
る。このような取り組みは、市の環境問題の改善や道路保守コストの
削減に役立つと同時に、より良い交通サービスおよび交通手段を新
潟市民と来訪者に提供するだろう（参考文献8）。

前述したITSアプリケーションの設置後すぐに、市は混雑緩和のために
ラッシュ・アワー以外の利用客またはより移動距離の短い経路を使用
する乗客にインセンティブを与える機能を追加できる。インセンティブ
には割引券や無料乗車券などを含めてもよいだろう。

さらに、交通イノベーションは世界中で起こっており、カー・シェアリン
グからフリーランスの輸送車まで多様である。新潟市は市の境界を
越えて外部の支線領域まで考慮に入れ、乗り降り自由の観光バスな
ど、新しい観光サービスを設計することもできる。先進のテクノロジー
とシステムにより公共交通機関体験を変革できる可能性は無限であ
る。幸い、世界中の他の多くの都市が既に同様のイノベーションを実
行しており、新潟市の幹部職員らがこれらの都市を訪問して、特定の
イノベーションがどのように新潟市の地域社会に建設的な影響を及
ぼし得るか学ぶための理想的な機会を提供している（参考文献9）。

最後に、市は、提案された交通流改善方法の交通シミュレーションを
実行することにより、継続的に公共交通運用の最適化と改善を図るべ
きである。これを効果的に行うには、上記の提言2で説明したGPS自
動応答装置からのデータの活用、そして交通機関へのカメラの設置
だが、最初にすべてのバスおよび電車に搭載し、後日他の交通機関に
も搭載するとよい。また、交通カメラは萬代橋または新潟駅に向かう
路線など、主要な公共交通エリアにも設置して、中心的な場所からの
交通流のモニターと分析を行うべきである。

スマートな交通を成功裏に推進することで、新潟市はスマーター・シ
ティーへの転換に弾みをつけることができる。以下の提言は、市が新
BRTシステムの最適な導入を実現し、すべての交通手段を統合し、先
進的な交通戦略の展開による継続的な改善を図る上で役に立つ（参
考文献9）。これらを実施することで、利用者の満足度は向上し、公共交
通機関の信頼性、快適性、利便性が増したことが実感され、新潟市は
暮らしやすい魅力的な都市へと変貌を遂げるだろう。
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提言1、2、3：スマートな交通

新潟市は既存の公共交通システムを最適に強化する方法で新しいBRTシステムを計画し、導入すべきである。これにより、市の持続可能性、公共交通機
関の効率性、および新潟市民の公共交通機関体験が大幅に向上する。市はシステムを利用しやすくするセンサーおよびモバイル・アプリケーションを使
用してすべての主要交通手段（バスと電車）を統合すべきである。さらに、先進的な交通戦略のプログラムを取り入れて継続して改善を図る。これには、
世界中の最良のイノベーションをいくつか選択的に導入して、新潟市での公共交通機関利用者体験を強化することが含まれる。

範囲と期待される効果

範囲：
スマートな交通の提言には以下が含まれる。
新しいBRTシステム計画の最適化
すべての交通手段の統合
先進的交通戦略の導入

期待される効果：
相互接続された複合交通網
公共交通システムの体験、効率、および利用の向上
バス路線と運行頻度の増加
交通流の改善と渋滞の減少
中心街再生の支援と振興

実施しない場合の代償
交通システムの改善と統合が行われない場合、利用者数がさらに減少する可能性があり、それに伴って中心街の衰退が一層進み、地球環境が悪化す
る恐れがある。

主体者と利害関係者（提案） 必要なリソース、資源（推奨）

主体者: 都市政策部

利害関係者： 
バス会社、および県警
バス管理委員会
住民グループ
鉄道およびタクシー会社
その他の輸送機関

BRTの計画および導入への最小の財政投資
市は、データ収集、分析の実行、およびシミュレーション・モデルの作成を行
うのに適した交通システム・コンサルタントの雇用を検討する
Webアプリケーションおよびセンサー・システムを実装するIT部門またはコン
サルタント
交通管制センター
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提言1、2、3：スマートな交通 (続き)

依存性 主要マイルストーン、活動、期限

交通機関各社および県警の協力と参加 短期：
BRT路線計画の開始
道路交通およびバス利用データの分析
主要なシナリオのモデル化

中期：
BRTバス路線の最適化
低コストの簡易センサーの設置
交通基盤の合理化
交通アプリケーションの作成

長期：
BRT、幹線バス、支線バス、および鉄道システムの統合
統合されたBRT、幹線バス、支線バス、および鉄道システムの最適化
継続的な統合と改善

優先度

高
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B. スマートな「りゅーと」コミュニティー

図 6: スマートな「りゅーと」コミュニティー提言の主要な要素

eりゅーと： 
りゅーとカードの 

バス運賃以外への拡大

ジョイント・ベンチャー
統合されたポイント・システム
支払い・決済機能

電子マネー・コミュニティーの創出
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提言4：「eりゅーと」でバス料金の支払い以外での
「りゅーと」カードの利用を拡大
新潟市は「柳都」とも呼ばれる。これは、市内にかつて堀があり、その
両岸に柳並木が続いていたことに由来する。市の民間バス会社は、発
行する非接触型IC乗車カードにこの別称を使用した。「りゅーと」カー
ドによる支払いサービスは、2011年4月より住民に幅広く利用されて
おり、これまでに10万人を超える住民に発行された。バス乗客の70%
以上がバス料金の支払いに「りゅーと」カードを使用している。

IBMチームは複数の事業者が「りゅーと」カード・ポイント・システムを
検討していることを把握しているが、その計画は、その組織の特定の
事業領域に限定されているようである。例えば、ショッピング・ポイン
トはショッピングのみに使用される。このようなビジネス領域をすべ
て統合し、ショッピングの他に、公共交通機関や行政サービスなどで
も利用できるようにすれば、カード利用者だけでなく、サービスの提
供者も利益を得る。例えば、カード利用者は、単一のカードを使用して
さまざまなサービス提供者から購入するという利便性を得る。一方、
企業は、ビジネス結果の改善につながる可能性のある洞察を得るた
めに、より多くの顧客データを集約して分析することができる。

市のバス会社は、起点/終点や経路など、積極的に「りゅーと」乗客情
報を収集しているが、データを効果的に活用して顧客に関する理解
や顧客との関係を深めたり、運行の最適化を行ったりしているとは言
い難い。路線バスおよびサービス提供者から重要な情報を入手する
ことで、これまで以上にデータを効果的に活用できるようになると思
われる。

IBMチームは、新潟市に「りゅーと」カード機能を現行のバス料金の支
払いから、ショッピング、健康増進プログラム、および観光にわたる統
合ポイント・システムに拡張することを提言する。これは「りゅーと」カ
ードが新潟地域の現地通貨に発展することを意味する。この新システ
ムは、現行の「りゅーと」サービスと区別するために仮に「eりゅーと」と
呼ぶこととしよう。

以下は、「eりゅーと」を開始するために市が主導すべき3つの実施項
目である。
「eりゅーと」カードの発行と「eりゅーと」ポイント配布の制御を行
うために、バス会社などと共に合弁企業として「eりゅーと」運営管
理法人を設立する。
バス会社と、他の公共交通機関事業者（バス会社の子会社、タクシ
ー・サービス、信濃川ウォーターシャトルなど）、駐車場、および商店
街との間のポイント交換エコシステムを構築する。
「eりゅーと」運営委員会を編成して企業方針を定義し、利害関係
者の要求を反映しながら、合弁企業の日常的な「eりゅーと」運用を
管理する。

これらのシステムをすべて1つのICカードに統合することで、「eりゅー
と」サービスの運用システム内のトランザクション・データ量は増加す
る。これにより、「eりゅーと」運営法人は、データの経時的解析を行っ
て、時間、場所、利用者のプロフィール、および外部要因（天気や地方
行事など）といった多くの変数に基づき、各サービスの利用状況を特
定することができる。利用者のプロフィールの分析では、「eりゅーと」
運営法人は適切なITシステムを使用することによって、個人情報取扱
時の成功事例に必ず従うようにする。

匿名化された「eりゅーと」データの分析は、このプログラムの各加盟
団体と共有してビジネスの改善や新しいビジネス機会の創出に役立
てられるようにすることも可能である。
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提言5：「eりゅーと」を基盤にした「シビック・プライ
ド」基盤の創造
日本では、ICカードを使用してポイント交換システムを運用している
組織が複数存在する。例えば、Tポイントはよく知られている。しか
し、IBMチームは、「eりゅーと」カードを支払いやポイント交換システム
に限定するのではなく、カードを使用して住民を市民社会および経済
界と結び付けるために、さらに広範囲のメカニズムを概念化した。

このアイデアは2014年8月23日の萬代橋100周年を祝う歴史的記念式
典から発想を得た。IBMチームはこの式典に招かれる栄誉を得た。式
典の間、市民は文化的行事やダンス・パフォーマンスに活発に参加し、
地元の食べ物や酒を販売する商店は、訪れる人々に気前よく試食・試
飲サービスを提供して販促を行っていた。篠田市長は、伝統的な衣装
に身を包んだ新しく結婚する若いカップルが大勢の市民や旅行者が
見守る中で結婚の誓いを立てるのを祝福した。

新潟市は「シビック・プライド（市民としての誇りの醸成）」プログラム
を立ち上げて、上述した祝祭のような活動を振興し、市民の参加をよ
り促してはどうか。「eりゅーと」カードとカード読み取り/書き込み装置
を利用すれば、参加をしたボランティア活動や今後のボランティア活
動への市民の参加や、支援または訪問が可能な区域を追跡すること
ができる。さらに、市民がイベントでどのような支援が可能かを特定
の市民団体に知らせたり、参加可能な特定のイベントを知らせたりす
ることもできる。「eりゅーと」を活用することで、夏祭りや繁華街の歴
史的な場所での式典、献血運動、自主的な自治体活動など、地域社会
の行事や市民イベントへの住民の積極的な参加の状況をタイムリー
に記録し、それに対する見返りを付与することが可能になる。

単純な「eりゅーと」サービスを使用することで、市は、市民の貢献に対
して「eりゅーと」ポイントを発行することができる。このようなポイン
トは「シビック・プライド・ポイント」と名付けてもよいだろう。市民は
シビック・プライド・ポイントを稼ぐことができ、一方、市は、費用のか
からない方法を見つけて、毎月最も貢献した市民に報奨を与えること
ができる。例えば、地元新聞または市のWebサイトへのプロフィール
掲載や、市庁への招待などが考えられる。招待された家族は市長と懇
談し、家族写真を撮り、貢献した家族であることを示す証明書を受け
取るなどの工夫もできる。このような方策は、ボランティア活動、中心
街のさまざまな活動、健康改善活動など、市の活動への市民参加を
促進する上で役立つと同時に、訪問者、新規参入者、移住者を新潟市
の地域社会に素早く溶け込ませることにもなる。このプログラムによ
り、市民は低コストのテクノロジーを通じて常に情報を得ることや、市
の複数のさまざまな地域活動に参加することに積極的になると考え
られる。

市は、市民が「eりゅーと」IDを使用してアクセスできるシビック・プライ
ド・ポータルサイトも開発すべきである。そうすることで、市民は市の
活動やイベントについて常に情報を得ることができる。その後、この
ポータルを市が別に開発するソーシャル・メディア、モバイル技術、お
よびマーケティング・システムと統合することもできる。ネットワーク・
システムやマルチプレーヤー・ゲームと同様に、このポータルは、市
民がさまざまな活動に参加して稼いだポイントに基づいて協力し合
ったり、競い合ったりすることができる。

IBMチームは、シビック・プライドの基盤の醸成が成功することによ
り、より健康で地元との結び付きが強い市民が商業的にもたらす利
点に地元の商店や企業が気付くため、新潟市全体の経済的利益が促
進されると期待している。これは地元のサッカー・チームが、商品や独
自製品の売り上げを伸ばすために、後援するスポーツ・チームに対す
る市民の「チーム愛」を盛り立てている方法と非常によく似ている。
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提言6：「eりゅーと」を市の再生促進剤として利用
「eりゅーと」サービス開始後、市は保管された「eりゅーと」データを
使用することで再生事業を促進できる。データ分析を適用することに
より、市は、セグメンテーション、パーソナライゼーション、および特定
の推奨を活用するダイレクト・マーケティング・キャンペーンを通じ
て、正確に個々の市民をターゲットにすることが可能になる。また、「e
りゅーと」の交通データを分析することによって、「eりゅーと」運営法
人は市民の公共交通機関利用パターンや路線利用に関する理解を
深め、詳細な乗降情報を得ることで、複合交通接続の最適化に役立て
ることができる。

「eりゅーと」データの高度分析により、以下のことが可能になる。
市民の移動および購入パターンの理解
パターンとデータ分析に従った市民体験のパーソナライズ
買い物商品のお薦めとパーソナライズされたキャンペーンの推進
複合交通網を最適化して都心へのアクセスしやすさを確保

「eりゅーと」サービスは、カード利用者の取引データ（いつ、どこで、
何を購入しているかなど）の収集を可能にする。統計分析、顧客関係
管理（CRM）ソフトウェア、およびサービスは、企業が店舗や製品・サ
ービスの改善方法に関して新しい洞察と機会を発見する上で役立つ
だろう。例えば、時系列的解析は特定の製品やサービスがよく売れる
ときを詳しく示し、相関分析は売り上げ増加に寄与する製品およびサ
ービス間の相乗関係を明らかにするのに役立つ。この情報は、特定の
商品やサービスの安定供給、タイミング、および場所を最適化するた
めに使用できる。また、さらに分析を進めるために、住んでいる地域、
年齢、性別を含むデモグラフィック・データなどの他の情報と関連付
けられる場合もある。このデータの保管と処理に際し、「eりゅーと」運
営法人は先進的なセキュリティー対策を採用して、個人情報を最高度
の注意を払って取り扱うようにしなければならない。

保管されている「eりゅーと」利用者の取引データを分析することで、
新潟市の企業は個人レベルで特化されたサービスを設計し、提供す
ることができるようになる。例えば、個人の好みに基づき特化された
広告をその人に郵送したり、電子クーポンとしてその人の携帯電話に
送信したりすることも可能である。1つの手法として、協調フィルタリン
グ（参考文献10）を対象サービス内の全取引データに適用することも
考えられる。簡単に言うと、e-コマースWebサイトの協調フィルタリン
グは、購入の優先傾向に基づいて同様の傾向を持つサイト・ユーザ
ーを識別する。その後、システムは利用者がまだ購入していないが、
購入の可能性が高い製品またはサービスを、類似利用者の優先傾向
に基づき推奨する。多くの他の推奨システムも利用可能である。こう
したパーソナライズ・サービスは関連性を高め、それが販売促進活動
への転換率上昇につながり、地元企業および経済の発展を後押しす
る。

最後に、交通サービスの利用詳細を示す取引データは複合交通の設
計最適化に非常に有益である。購入行動の場合と同様に時系列解析
を使用して、特定の交通要素（バス、バス停、または乗り換え拠点）に
関する現行の公共交通機関路線の問題の発生原因を識別することが
できる。また、対処可能な操業度の非効率性が明らかになる場合もあ
る。 
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提言4、5、6：スマートな「りゅーと」コミュニティー

市は現行の「りゅーと」カードをバス料金の支払い以外にも使用できるよう拡張し、交通およびショッピングの各種サービスにわたり、サービス提供時
点機能を「eりゅーと」に統合すべきである。市のイベントや取り組みに対する市民の積極的な活動/参加を促進するには、市はシビック・プライド・ポイ
ント・システムとして「eりゅーと」活用し、インセンティブにより行動を促すとよい。最後に、「eりゅーと」の利便性と統合された交通システムは、市民が公
共交通機関を使用して中心街の商店街を訪れる動因となるだろう。

範囲と期待される効果

範囲
スマートな「りゅーと」コミュニティーの提言には以下が含まれる。
「eりゅーと」でバス料金の支払い以外での「りゅーと」カードの利用を拡大
「eりゅーと」を基盤にした「シビック・プライド」基盤の創造
「eりゅーと」を市の再生促進剤として利用

期待される効果
「eりゅーと」運営法人は市民の移動および購入パターン、交通機関利用者数と利用法情報、およびショッピング傾向などのビッグデータを収集可能
効果的なデータ分析による乗客および買い物客数の増加
市のイベントやボランティア活動への市民の参加/活動の増加
さらに高度な分析を採用することで顧客あたりのビジネスの売り上げを改善
データをBRT/バス路線の最適化と計画に利用

実施しない場合の代償
「りゅーと」カード機能をまったく変更しない場合、市は、市民を中心街の商業地域に出掛ける気にさせ、繁華街の再生を刺激する貴重な機会を逸す
る。バス利用者数は実現可能な数には達しないだろう。

主体者と利害関係者（提案） 必要なリソース、資源（推奨）

主体者: 「eりゅーと」運営法人は、主に市役所とバス会社で構成され
る合弁企業である。この会社は「eりゅーと」カードを発行し、統合ポ
イントの配布量を制御する。

利害関係者
市役所
バス会社と子会社
新潟市のタクシー協会 
ウォーターシャトル運行会社
商工会議所
商店街等の協同組合
観光コンベンション協会

「eりゅーと」利用者データの効果的な分析には、データ・サイエンティストお
よびITアーキテクトが必要。基本的なアーキテクチャーの設計後、市は情報
通信技術（ICT）開発のために外部ベンダーと契約可能。
セキュリティー/プライバシーの専門知識は必須。市は個人情報の取り扱い
に関する標準ポリシーを強化し、これらの標準を市の組織全体に適用する。
コストは、新潟市だけでなく、利害関係者間で共同負担する。利害関係者は
民間投資家や代替の資金調達モデルを検討し、この取り組みを支援する。
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提言4、5、6：スマートな「りゅーと」コミュニティー (続き)

依存性 主要マイルストーン、活動、期限

他の提言への依存性はないが、法律や商習慣のため、合弁企業を
設立するには長期間を要する。利害関係者、特にバス会社との十
分な交渉は必須である。

全体として、以下の依存性に考慮すべきである。
「eりゅーと」の予算と「eりゅーと」運営法人の設立
「eりゅーと」管理およびシビック・プライド・ポータル・サービス
のためのITシステムの開発と運用
個人情報に関する厳格なセキュリティー/プライバシー・ポリシ
ー標準と運用が必要

短期：
Tポイントなど、ポイント・システム成功例、およびSIB投資資金調達の適用場
面および適用シナリオの研究
法定代理人、弁護士、会計士など、特定分野の専門家と共に「eりゅーと」運営
法人のビジネス・モデルおよびエコシステムを確立
「eりゅーと」ベースのシビック・プライド・ポイント・システムの設立
統合されたポイント・システム内のデータ管理の仕組みの定義

中期：
バス会社およびその他の主要利害関係者との交渉
財政投資計画の実施
「eりゅーと」向けのICTシステムの計画、設計、および実装
シビック・プライド・ポータルサイト向けのICTシステムの計画、設計、および
実装
物理的な「eりゅーと」カードなしで開始可能なシビック・プライド・プログラ
ムの一部の試験運用を開始

長期：
「eりゅーと」運営法人の設立
「eりゅーと」サービスの開始
「eりゅーと」運営委員会の編成
シビック・プライド・ポイント・プログラムの開始
シビック・プライド・プログラムのプロモーション
多様な分析アプリケーションの作成と発表
分析済みデータの使用、公開、および共有時のセキュリティー/プライバシー
規定および標準の作成

優先度

高
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C. スマートなマーケティングと管理

図 7: スマートなマーケティングと管理提言の主要な要素

最高マーケティング責任者 
（CMO）とそのチームを編成、 
コミュニケーションと宣伝の強化 　

市の部署横断的な活動
利害関係者の要望の理解
ITプラットフォームの確立
交通、観光、古町のマーケティング
と宣伝の主導

市のプログラムや構想への認知度
と参加率の向上
経済成長の推進

ソーシャルやモバイルによる 
市民や観光客との交流

ソーシャル・メディア
モバイルによる直接的なフィード
バック
モバイル・アプリケーション

参加及び連携の向上
コミュニティー体験の向上

市の複数の取り組みに 
またがった 

プログラム管理の改善　　

迅速なプログラムの成功

市の部署の横断的な活動
主要なプログラムの管理
ベスト・プラクティスの普及
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提言7：CMOとマーケティング・チームを指名し、
市のコミュニケーションおよびプロモーションを
強化
新潟市は直ちにCMOを指名してマーケティング・グループを創設し、
新潟市とその行政サービスについてプロモーションを行うべきであ
る。この新しく創設されるマーケティング・チームによって、市はより効
果的かつ影響力のある方法で、さまざまな住民および訪問者の利害
関係者団体に広報し、交流する能力を大幅に向上させるだろう。CMO
はこのチームを率いて市のマーケティング戦略、利害関係者のセグメ
ント化、ブランド管理、広報計画および実行に取り組む。これは、新交
通システムなど、さまざまな行政サービスに関する市の広報を改善す
る上で役立つ。CMOが率いるこのマーケティング・チームは、市のさま
ざまな経済開発努力の推進をサポートする。これには、古町商業地区
の再生や新潟市の観光産業の増進、さらに「eりゅーと」のプロモーシ
ョンも含まれる。

マーケティング・チームは、まず、市の全体的なマーケティング戦略と
アプローチを策定すべきである。初期の作業には、高齢者、子供を持
つ親、地元企業への来訪者、主要国からの観光客など、主要な利害関
係者セグメントの要望とニーズについて詳細に把握することが含ま
れる。市のマーケティング・プロセスとコミュニケーション・チャネルを
効果的に管理するには、情報テクノロジー基盤を確立する必要があ
る。この基盤により、市はマーケティングの手法を標準化して、パーソ
ナライズされた、コスト効率の良い方法でさまざまな利害関係者に
連絡を取ることができる。

次に、マーケティング・チームは市庁のさまざまな部署に働きかけ、行
政サービスの広報の設計と調整を支援する。主要な戦略については、
市は終始一貫してマーケティング計画および実行の主導権を維持す
ることも可能である。主要戦略の例としては、新バスシステム、観光客
やビジネスの誘致先としての新潟市の広報、古町商業地区の再生を
促進するプロモーションなどが挙げられる。

新バスシステムの立ち上げは、マーケティング・チームが実現できる
ことや運営方法を明示する良い機会となるだろう。新バスシステムを
市民に普及促進するために十分に調整されたチームによって推進さ
れる効果的かつ戦略的な広報は、新システムの立ち上げを成功させ
る上で極めて重要になる。

IBMチームと市民の懇談会中に、市の現行の交通システムに関する多
くの懸念が表明された。最もよく聞かれた懸念を以下に示す。
毎年多くの路線が減少し続けている。
多くの既存路線の運行頻度が少なくなっている。
バスの多くは老朽化し、乗り心地が良くない。

また、市民が交通で非常に重視する2つの品質は、利便性とスピード
である。

この情報を使用すれば、新しいCMOは明確なマーケティング戦略を
作成して、これらの課題と価値に正面から取り組むことができる。マー
ケティング・チームは、住民が課題とみなしている既存のイメージを
完全に払拭するBRTの新しいブラントおよびビジョンを確立すること
ができる。新しい公共交通機関のブランドは、高速化、利便性の向上、
新しい/最新のバス、運行頻度と路線の増加を約束する。また、マーケ
ティング・チームは、市内で促進が期待されている社会的および経済
的利益に新システムを結び付けることもできる。これにより、市民は市
行政が掲げるビジョンの全体像を共有し、公共交通システムの利用
がどのようにそのより大きなビジョンに寄与するのか理解することが
できる。
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次に、マーケティング部門は統合広報プログラムを開始する。これに
は、市と近隣全域の現行の交通拠点の看板、新聞広告および広告用
掲示板、新ブランドとその価値提案を反映したデジタル・プロモーシ
ョンなどが含まれる。マーケティング部門は、スピード、利便性、運行
頻度が向上したサービスや、最適化された路線、利用者の体験の向
上を新システムで具体的にどのように実現するのか、明瞭に説明す
る。乗り換え体験など、混乱や問題が生じる可能性のあるポイントに
明確に対処し、ハブ・アンド・スポーク型モデルの確立によって、バス
利用の効率性をどのように高めることができるか分かりやすく伝える
こともできる。

米国のボストン市は、強力なマーケティングと広報キャンペーンが新
交通サービスの立ち上げの成功にどのように貢献できるかを示す良
い例である。ボストン市が立ち上げたシルバー・ラインBRTシステム
は、そのためにマサチューセッツ港湾交通局（MBTA）が大規模なマ
ーケティング・キャンペーンを実施した最初のバス・サービスである。
マーケティング戦術には、ブランド設定、ロゴ開発、看板、オンライン・
プロモーション、印刷広告、および運行開始イベントなどがあった。市
民とさまざまな市民グループが関与したプロセスの間にデザインさ
れた歴史上のシンボルは、ボストンの歴史的公文書の画像を基にし
ている。これらのシンボルはバス停に配置され、新しい路線への市民
の参加を促し、誇りをかき立てた。これらのマーケティング努力の結
果、新しいBRT路線は一般市民に最初から肯定的に受け入れられ
た。MBTAが実施した調査では、回答者の半数以上が新規路線は旧バ
ス・サービスよりも良くなったと回答しており、良くなっていないと答
えたのは7%のみであった（参考文献11、12）。

提言8：住民および来訪者との交流にソーシャル・
メディアとモバイル技術を利用
ソーシャル・メディアおよびモバイル技術は、新しい協調的な方法で
さまざまな利害関係者グループとつながる機会を官民両セクターの
組織に提供している。このような交流は、利害関係者に意義深い強力
な新しい声を提供する。その声は、官民それぞれのセクターが非常に
深くパーソナライズされた方法で利害関係者のニーズと意見を理解
するのに役立つ。新潟市の場合、ソーシャル・メディアとモバイル技術
は、現状よりもはるかに広範囲で個別に特化されたコミュニケーショ
ンを実現することが可能で、より影響力のある声を住民や市への来
訪者に提供できる。

市と公共交通機関の乗客の間でソーシャルおよびモバイルによる対
話を可能にすることで、市は多くの貴重な機会を明らかにできるだろ
う。例えば、市が新しいバス路線の創設を発表した場合、このシステム
に対する今後の変更をモバイルおよびソーシャル・チャネルを使用し
て通信し、説明することもできる。一方、市民は、そのニュースに対す
る肯定的および否定的な市民の反応を共有できる。これにより、市
は、新設路線に関連する住民および来訪者の具体的な懸念や、認知
された利点についてより多くのことを迅速に知ることができる。
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ソーシャル技術やモバイル技術を使用する可能性が極めて低い特定
の利害関係者セグメントが存在する。これらのセグメントは、同様の
情報を受け取り、フィードバックを提供するために別のコミュニケー
ション・チャネルを必要とするだろう。このような代替アプローチをひ
とつ挙げると、人通りの多い場所や、市のイベントにタブレットなどの
モバイル機器を持った市役所職員またはボランティアを配置し、その
機器を使用して生の意見を収集することも可能である。市は、そのフ
ィードバックを集約し、分析して、他のソーシャルおよびモバイル・チ
ャネルのデータと統合することで、市民や来訪者の意見の提供に対し
てより包括的な対応を取ることができる。

革新的なソーシャルおよびモバイル・アプリケーションの使用例は世
界中に数多く存在する。新潟市はこのようなアプリケーションの開発
や導入を検討するとよいだろう。乗り換え時や移動中に市民から市へ
リアルタイムのフィードバックを提供できるアプリケーションもある。
これにより、市民は、バスの遅延や、注意が必要な道路の陥没をいつ、
どこで見かけたかなどを市に知らせることができる。

深く浸透しているソーシャルおよびモバイルを効果的に利用している
都市の好例は、サンフランシスコである。サンフランシスコでは、市の
多くの行政サービスにモバイル基盤を実装することで、市民との非常
に強力な双方向コミュニケーションを確立した。市はソーシャル・コミ
ュニケーション・チャネルの非常に活発な利用者と、公共交通情報に
関して情報の共有とフィードバックの受信の両方を行っている。

提言9：市のさまざまな戦略間のプログラム・マネ
ジメントの向上
このレポートの3つの提言領域、スマートな交通、スマートな「りゅー
と」コミュニティー、およびスマートなマーケティングと管理を必ず成
功させ、市内で進行中の他のさまざまな戦略の実行を改善するため
に、市はプログラム・マネジメント・オフィス（PMO、プログラムの管理
を中心となって行う組織機能）を設立すべきである。このPMOは、市
の行政機関のすべての部局およびプロジェクト間で機能するシェアー
ド・サービスである。市はこれを活用して迅速かつ一貫した方法でプ
ロジェクトが無事に完了するよう推進する。

PMOは迅速に一連の成功事例とプロジェクト・マネジメント手法を確
立する。これらには、定義済みプロセスの順守、ガバナンスの展開、マ
イルストーンの設定と追跡、重要業績評価指標（KPI）の測定、リスクお
よび依存性の管理が含まれる。その後、PMOはすべての主要行政プ
ロジェクト全体に、これらの成功事例を標準化された方法で展開でき
る。プロジェクトの実施期間中はすべての部局にトレーニングとサポ
ートを提供する。

このようなプログラム・マネジメントの努力は、世界中の多くの都市で
功を奏している。新潟市はこのアプローチから大いに利益を得るだろ
う。
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提言7、8、9：スマートなマーケティングと管理

市はCMOとマーケティング・チームを指名して、市のプログラムおよびサービスを戦略的にブランド化し、住民と来訪者に広報すべきである。ブランド設
定およびマーケティング努力は新交通システムと「eりゅーと」に焦点を合わせ、国内の他の地域および海外に対して、新潟市を観光客と企業の誘致先と
して位置付ける。市は新しいモバイルおよびソーシャル・コミュニケーション・チャネルを作成して、住民や来訪者の参加を促進し、対話の向上を図るべ
きである。最後に、これらのプログラムおよびこのレポートで説明したその他の戦略を推進するには、市の多様なプログラムおよび戦略に成功事例を適
用するPMOを設置することを推奨する。

範囲と期待される効果

範囲
スマートなマーケティングと管理の提言には以下が含まれる。
CMOとマーケティング・チームを指名し、市のコミュニケーションおよびプロモーションを強化
住民および来訪者との交流にソーシャル・メディアとモバイル・テクノロジーを利用
市のさまざまな戦略間のプログラム・マネジメントの向上

期待される効果
マーケティングおよびプロモーションのスキルを市庁のすべての部局に注入
主要な利害関係者グループの要望とニーズをより良く理解し、それらを満たすために市はより優れたサービスを設計することが可能
観光客の増加および公共交通機関を含む、公共サービス利用の促進
新バスシステムのブランド・イメージの向上と新潟市のイメージへの肯定的な影響
新潟市および市の歴史的な商業地区の再生支援に寄与
利害関係者グループとのつながりを強化し、相互理解と信頼性の増進、および費用の共同負担を推進
共通の目標に向かって作業しながら、主要プログラムに関してより明確な目標を設定し、共有するビジョンおよび期待を創造
プロジェクト間の完了率向上の推進に寄与し、種々の行政計画の全体的な効率性および有効性の向上を支援

実施しない場合の代償
実施しない場合の代償は、新バスシステムの開始や他の行政計画に関する市民の混乱、および新バスシステムに対する消極的な賛同と受け入れであ
り、その結果として乗客数が伸び悩むことになる。

主体者と利害関係者（提案） 必要なリソース、資源（推奨）

主体者: 市長に報告を行い、市役所の部局間のシェアード・サー
ビスとして機能する新しいCMO。CMOは新しいソーシャルおよ
びモバイル戦略も担う。ITまたは都市計画部門がPMOを担当す
ることも可能。

利害関係者： 
新潟市のすべての部局
新潟市のバス会社
Niigata Prefecture government

マーケティング・チームの人員、クラウド・ベースのIT基盤、看板および印刷広告、
ソーシャル・メディアおよびデジタル・コミュニケーション・チャネルなどの広報
ニーズに資金を提供するマーケティング予算
モバイル・アプリケーション開発および基盤
ソーシャル・リスニング・ツールおよび分析ツール
PMO予算（人員、初期の開設プロセス、および構造と方法に関する助言も含まれ
る）



31Smarter Cities Challenge report 

提言7、8、9：スマートなマーケティングと管理 (続き)

依存性 主要マイルストーン、活動、期限

予算承認と資金調達
マーケティング、IT、およびプログラム・マネジメントの外部
専門家の獲得

短期：
CMOの指名
マーケティング戦略および利害関係者セグメントの定義
IT基盤の選択と確立
PMOの開始とPMO運用モデルの確立

中期：
イベントおよびキャンペーンを設計し、コミュニケーション手段や報道機関にマ
ッピング
マーケティング・システム、ソーシャル・メディア・プログラム、およびモバイル・ア
プリケーションの開発
新バスシステム・キャンペーンの開始
住民と利害関係者の参加促進を開始 

長期：
マーケティング・イベントおよびキャンペーンの実行
マーケティングの有効性の追跡と対象者との関係性、およびキャンペーンの改
善

優先度

高



「つながる街」実現のための中長期計画の作成において、IBMスマー
ター・シティーズ・チャレンジ・チームは実際的でありながら、戦略的
な計画を作成した。新潟市は、十分な能力を発揮して示されたスケジ
ュール通りにこの計画を遂行し、成功を手にすることを私たちは確信
している。成功は、4つの主要な利害関係者グループの行動と参加に
かかっている。すなわち、新潟市役所、民間セクターの組織、運輸会社
（主に電車、バス、タクシー）、そして市民および来訪者のコミュニテ
ィーである。

基本的な成功事例を公共交通システム全体に取り込み、新潟市の現
在の強みの上に構築することは、「つながる街」ビジョンを実現する上
で役立つだろう。計画を前進させるには、3つの主要な提言領域に重
点を置く必要がある。すなわち、スマートな交通、スマートな「りゅー
と」コミュニティー、およびスマートなマーケティングとマネジメント
である。

これらの提言領域内の戦略は、交通機関を利用する市民および来訪
者の増加、社会的および健康上の利点の増加、新潟市と市内の企業
の経済的成長を確保する上で役立つ。また、これらの戦略は、新しい
公共交通システムとその改善点について市が市民や来訪者を教育
し、さらに、「つながる街」のさまざまな取り組みへの参加を促して、解
決策が迅速に導入されるようにする上でも役立つ。

IBMチームは、新潟市が交通イノベーションの歴史をさらに更新できる
と考えている。その対象となっているのは、河川、港湾アクセスの強化、
優れた道路などである。これは、IBMチームの「つながる街」の提言を実
行に移すことによって実現する。市役所から、地元企業、市民、および来
訪者に至るまで、すべての利害関係者がこの「つながる街」アプローチ
から恩恵を受けるだろう。

5. まとめ
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A. 謝意(敬称略)

氏名 所属・役職

新潟市の皆様 (インタビューさせていただいた順)  

篠田　昭 新潟市長

池田　博俊 新潟市 都市政策部長

小林　久剛 新潟市 都市政策部 都市交通政策課 企画係 主幹

野沢　博志 新潟市 都市政策部 都市交通政策課 地域交通整備室 係長

清水　智 新潟市 都市政策部 新交通推進課 主幹

田中　篤史 新潟市 都市政策部 新交通推進課 係長

鈴木　浩信 新潟市 都市政策部 都市計画課 課長

丸山　信文 新潟市 都市政策部 都市計画課 課長補佐

吉田　宏 新潟市 都市政策部 都市計画課 主幹

石井　哲也 新潟市 都市政策部 市街地整備課 課長

小泉　求 新潟市 都市政策部 市街地整備課 主幹

土佐　和哉 新潟市 地域・魅力創造部 係長

湯田　孝男 新潟市 都市政策部 港湾課 副参事

中野　力 新潟市 都市政策部 空港課 課長

松尾　大介 新潟市 経済部 産業政策課 ニューフードバレー推進室 室長

齋藤　和弘 新潟市 農林水産部 農業特区・農村都市交流課 課長

川崎　宗隆 新潟市 環境部 環境政策課 スマートエネルギー推進室 係長

小林　由加子 新潟市 環境部 環境政策課 環境企画係 係長

上村　洋 新潟市 危機管理防災局 防災課 課長

若杉  武弘 新潟市 危機管理防災局 防災課 係長

武者　徹 新潟市 危機管理防災局 防災課 技師

南沢　勇一 新潟市 危機管理防災局 危機対策課 係長

佐藤　祐樹 新潟市 危機管理防災局 危機対策課 副主査

鈴木　真一 新潟市 観光・国際交流部 観光政策課 主幹

6. 付録
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氏名 所属・役職

佐藤　康子 新潟市 観光・国際交流部 観光政策課 国際・広域観光室 主幹

村山　明 新潟市 保健衛生部 保健所健康増進課 健康づくり推進室 室長

坂井　範子 新潟市 保健衛生部 保健所健康増進課 健康づくり推進室 主幹

産業界の皆様  (インタビューさせていただいた順)

横山　裕 公益財団法人 新潟観光コンベンション協会 事務局次長

石附　知子 公益財団法人 新潟観光コンベンション協会 総務課 課長

赤塚　人志 公益財団法人 新潟観光コンベンション協会、MICE誘致推進課 課長代理

松崎　利春 新潟中心商店街協同組合 理事長

前川　周作 新潟中心商店街協同組合 副理事長

佐藤　雅義 新潟中心商店街協同組合 エリアマネージャー

石塚　毅 東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 総務部企画室 室長

吉田　勤 東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 総務部新潟駅周辺整備計画室 室長

渋川　淳司 東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 総務部企画室 副課長

三田　啓祐 さくら交通株式会社 代表取締役社長

佐々木　紀彦 新潟市ハイヤータクシー協会 専務理事

新田　文雄 新潟市ハイヤータクシー協会 チーフ指導員

藤澤　成 新潟経済同友会 専務理事・事務局長

髙間　健 新潟経済同友会  マネジャー

富山　修一 新潟商工会議所まちづくり委員会 委員長、中央ビルディング株式会社 代表取締役

渡辺     義彦 新潟商工会議所まちづくり委員会 副委員長、北陸ガス株式会社 営業部長

阿部　正喜 新潟商工会議所まちづくり委員会 副委員長、株式会社第一印刷所 常務取締役企画開発本部長

佐藤　孝一 一般社団法人 新潟経済社会リサーチセンター 理事

工藤　良成 株式会社 日本政策投資銀行 新潟支店 次長

村松　敦 東日本電信電話株式会社 新潟支店 支店長

堀　淳士 KC創研株式会社 代表取締役

髙橋　邦夫 開発技建株式会社 マネジメント部 部長
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氏名 所属・役職

長谷川　美香 有限会社 ミカユニバーサルデザインオフィス 取締役社長

小嶋　一則 公益社団法人 新潟観光コンベンション協会 地域内連携推進担当部長

井上　達也 新潟商工会議所 事業部長

羽賀　康明 新潟商工会議所 事業部 まちづくり支援課 課長

佐藤　純平 新潟商工会議所 事業部 まちづくり支援課  主事

栗原 　道平 信濃川ウォーターシャトル株式会社 代表取締役 社長

和田　徹 新潟交通株式会社 乗合バス部 部長

田中　栄太郎 新潟交通株式会社 乗合バス部

渡辺　健 新潟交通株式会社 乗合バス部

池田　弘 新潟経済同友会 筆頭代表幹事、学校法人 新潟総合学園 総長

スペシャル・サンクス

原　美由紀 通訳

鈴木   一秀 Pyxera Global

Matt Clark Pyxera Global

吉崎　敏文 日本IBM 執行役員 スマーター・シティー事業

福田　弘 日本IBM  理事 エンタープライズ事業本部 中部支社 支社長

岡　啓史 日本IBM エンタープライズ事業本部 中部支社. 北信越支店 支店長 

加茂　義哉 日本IBM  スマーター・シティー事業 第二社会インフラ開発事業 部長

栗田　裕人 日本IBM エンタープライズ事業本部 中部支社 北信越支店 営業

井村　圭 日本IBM スマーター・シティー事業 第二事業開発 BDE

小川　愛 日本IBM 社会貢献 部長
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B. メンバー紹介

ディビッド・デ・リマ
IBM シンガポール、
グローバル･ビジネス･サービス、 
SWG ストラテジー リーダー 

 
シンガポールに本拠を置く IBM グローバル・ビジネス･サービス
(GBS) のサービス・インテグレーション・ハブ のディレクターです。クラ
ウド、アナリティクス、ソーシャル、モバイルなどの新市場の技術
や、IBM の製品およびサービス・ブランドのオファリングのグローバル
展開において、人材の育成と登用を促進するのが任務です。

新技術の変革プログラムや IT サポート・プログラムを、グローバルに
統合された人材やチームを活用して作成および提供したり、IT 対応の
ビジネス変革イニシアチブに関するコンサルティング・サービスをさ
まざまな業種や市場の最高責任者に提供することに関して、25 年以
上の経験があります。IBM 入社前は、16 年以上にわたってTata 
Consultancy Services 社でシニア・マネージャーを務め、米国、欧州、
日本を含む世界各国のさまざまな組織 (運送、行政、医療など) のコン
サルティングを担当しました。

インドのボンベイ市にある Indian Institute of Technology(インド工
科大学） で電子工学の学士を取得した後、米国の North Carolina 
State University （ノースカロライナ州立大学）で 大学院生助手 を務
め、同校でコンピューター工学の修士号を取得しました。これま
で、ASP (SaaS の前身) の統合の課題について、アジアや欧州のいくつ
かの有名なビジネス・スクールで客員講師として講義を行ったほか、
米国のフィラデルフィア州の Intergovernmental Technology 
Conference やシンガポールの Comdex Asia Forum などの国際コン
ファレンスで招待講演者として講演を行っています。

ジェレマイア・ギバー 
日本 IBM , 理事、 
マーケット･ディベロップメント 

 
日本 IBM の 理事であり、マーケット･ディベロップメントを担当してい
ます。マーケット･ディベロップメントは、日本の経済や IT 市場に関す
る分析を行い深い専門知識を深め、企業戦略の整合性の図り方につ
いて日本 IBM の役員に提言する責任を負っています。前の職務で
は、IBM の グローバル･ビジネス･サービス (GBS) で戦略分析コンサ
ルティングのアソシエート・パートナーでした。社内の戦略･変革プロ
ジェクトのリーダーとして、戦略に関するコンサルティング・サービス
を IBM のグローバル・リーダーに提供し、戦略的な課題の解決と利益
性のある成長の促進に貢献しました。9 年前に IBMに入社しており、以
来複数の国で勤務してきました。

IBM 入社前は、2 つの技術系企業で国際ビジネスの開発を中心に担
当し、グローバル戦略の開発と米国外でのプレゼンスの確立に貢献
してきました。米国のセントルイス市にある Washington University (
ワシントン大学) で金融とフランス語の学士を取得した後、Emory 
University Goizueta Business School (エモリー大学ゴイズエタ･ビジ
ネス･スクール）で M.B.A. を取得しました。また、エモリー大学に在学
中に、マリ共和国の経済開発の研究のために、フランスのパリにある
欧州のビジネス・スクールに留学したほか、The Carter Center（カー
ター元米国大統領が設立した研究機関） と共同研究を行いました。

現在は、東京で妻と 2 人の子供と暮らしています。趣味は、旅行、料
理、アメリカン・フットボール、サッカーなどです。
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フオン・モリス
IBM リサーチ、 グローバル・マーケット・イノ
ベーション・リーダー 

 

 
米国のニューヨーク州にある IBM TJ Watson Research Center (IBM ト
ーマス・J・ワトソン研究所）のグローバル・マーケット・イノベーショ
ン・リーダーです。これまで、シドニー、カリフォルニアのシリコンバレ
ー、ニューヨーク、および上海で勤務した経歴があります。最近、アジ
ア市場により注力するために、シンガポールに移転しました。現在の
役割は、成長市場における技術変化を感知し、その情報を IBM の世
界中の研究開発組織に提供することです。また、世界中で開発された
技術ソリューションを入手し、それらを使用して IBM のお客様が抱え
る非常い難しい課題を解決する責任も負っています。前職では (上海
での 3 年間の勤務) 、スマートな都市、スマートな乗り継ぎ、物流、水
資源、ヘルスケア、天然資源、薬剤のサプライ・チェーン、公衆衛生の
分野における新興市場のためのソリューションや機能の開発を行っ
ていました。

オーストラリアと米国で、工学とコンピューター・サイエンスの修士号
を取得しています。また、ソフトウェア工学、データベース・システム、
情報管理、大規模なシステム統合に関する多数の特許を取得し、それ
らに関する多数の出版物の著者でもあります。また、さまざまな功績 
(IBM に 10 億米ドルの収益をもたらした IBM の主要データベース製
品 (DB2) など) により、複数の賞を受賞しています。

フオンは、世界中の市民生活や文化、新市場やそれらの技術的能力
の開発に関心を持っています。フオンと家族は、40 カ国を超える国で
の旅や仕事をとおして、これらを体験してきました。

榊原 彰 （さかきばら　あきら）
日本IBM. 技術理事. 
スマーター・シティー事業

 
IBMディスティングイッシュト・エンジニア（技術理事）であり、日本ア
イ・ビー・エム スマーター・シティー事業のCTO (チーフ･テクノロジ
ー・オフィサー）です。スマーター・シティー事業で扱う案件に先進技
術を適用することを業務としており、現在巨大な太陽光発電所に、操
業監視システムとビッグ・データ・アナリティクスのITシステムを提供
するプロジェクトをリードしています。また、現在、さまざまなスマータ
ー・シティ・プロジェクトで使用可能なモノのインターネット（IoT）タイ
プのクラウド基盤を構築中です。

スマーター・シティー事業に加わる以前は、ITアーキテクトとして、銀
行、証券会社、自動車メーカー、製造業および新聞社等のお客様シス
テム開発プロジェクトに20年以上従事し、その後2年の東京基礎研究
所勤務を経て、GBSの先進テクノロジー＆アーキテクチャー部門のグ
ローバル・リーダーを務めました。

弘前大学にて公共経済と金融工学を学びました。東京在住で妻と2人
の息子とともに暮らしています。休日にはバスケットボール、ゴルフお
よびスキーを楽しみます。また数独中毒でもあります。
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竹尾さつみ　（たけお　さつみ）
日本 IBM、技術理事、
グローバル･テクノロジー･サービス.   
ITS ソリューション･センター 
ミドルウェア&データベース･デザイン･ 
マネジメント リーダー

 
IBMディスティングイッシュト・エンジニア（技術理事）であり、グローバ
ル･テクノロジー･サービス (GTS) グループのミドルウェア&データベー
ス･デザイン･マネジメント 領域の CTO (チーフ･テクノロジー・オフィ
サー） を務めています。これまで、銀行、保険、クレジット・カード、小売
り、通信、製造業などのさまざまなお客様を担当してきました。日本だ
けでなくアジアの複数の国で、設計者および専門家として、ミッション・
クリティカルで可用性の高いシステムや、データウェアハウス・システ
ムを開発および実装してきました。

前職では、SWG とシステム・テクノロジー・グループの IBM ラボと協働
しながら、テクニカル・セールスを担当しました。

東北大学で数学の学士を取得し、東北大学の大学大使を務めてきて
います。趣味は、音楽鑑賞 (特にクラシック)、映画鑑賞、旅行、運動で
す。また、15 歳以下の児童を対象とした科学や理科実験などのボラン
ティア活動にも熱心に取り組んでいます。

吉田 一星 (よしだ　いっせい)
日本IBM. 東京基礎研究所.  
コグニティブ･コンピューティング 
アドバイザリー・リサーチャー 
（専任研究員） 

2001年日本アイ･ビー･エムにソフトウェア開発職として入社後、2003
年に東京基礎研究所に異動、現在は質問応答技術の応用に従事して
います。

高速な検索のためのデータ構造やアルゴリズムに興味を持つととも
に、ビジネスへ応用されるソフトウェアの実装を担当。多くの研究プ
ロジェクトでアーキテクチャー全体の設計を行なってきました。 これ
まで参画した主要なプロジェクトに、顧客応対履歴やWeb文書など
のテキスト情報を分析するテキストマイニング機能の高速化および
その製品化、ソーシャル・メディア・データを多種多様なアルゴリズム
を統合して分析するフレームワークの設計開発およびお客様との実
証実験、自動車業界向けの不具合情報分析クラウドサービスの開発
などがあります。2011年には人工知能学会の現場イノベーション賞
を受賞。 1999年東京大学理学部数学科卒、2001年東京大学大学院
数理科学研究科修了（修士）。

東京に妻と二人の娘と在住、彼女たちとの時間を大切にしています。
どうしたらリサーチのアルゴリズムをより速くできるかを考えながら
長い散歩をするのが趣味です。
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およびその他の国において登録された
の商標または登録商標です。これらおよび他の 商標に、この

情報の最初に現れる箇所で商標表示 または が付されている場合、これ
らの表示は、この情報が公開された時点で、米国において が所有する登
録商標またはコモン・ロー上の商標であることを示しています。このようは商
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他の製品名、会社名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。
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