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交通対応型ICTプラットフォームを通じた都市のリデザイン拠点（横浜国立大学サテライト） 

 
a. 歩行空間の質向上のための空間評価と提案 
b. シェアサイクルの効果的運用策の提案  
c. 次世代バスシステムの提案  
d. 道路システムモニタリングの効率化提案 
e. スマート＆マルチモーダルモビリティのシミュレーション評価 

 

a. 交通向けデータ集積に
向けたネットワーキング 

b. ICTPの基礎研究開発 

 

横浜市との協働構築・実証実験： 
都市・交通の問題洗い出し／関係要素の検討 

福岡での実証実験・社会実装 

横国大サテライト：トランスポーテーショ
ンマネジメントシステム研究開発 

交通対応型ICTPの構築 

スマート＆マルチモーダルモビリティシステムの開発 

交通システムに 
必要なデータ選定 

データベースに 
よる基盤提供 

 

a. 都市構造のノーテーショ
ン・リテラシー研究 

b. 都市空間のモデル化研
究 

都市リデザイン手法の構築 

交通による都市リ
デザインモデル 

 交通に関するICTプラットフォームに基づき、多

様な人・知・文化に配慮した都市リデザイン手法
を構築する。これを用いてスマート＆マルチモー
ダルモビリティシステムを提案し、横浜での社会
実験、福岡への実装を目指す。 

○主たる研究者 
 中村 文彦（都市交通計画、サテライトリーダー） 
 田中 伸治（交通工学） 
 佐土原 聡（社会システム工学・安全システム） 
 小嶋 一浩（都市デザイン・建築デザイン） 
 北山 恒（都市デザイン・建築デザイン） 
 藤原 徹平（都市デザイン・建築デザイン） 
 
 
○主要参画機関（調整中、順不同） 
 株式会社日立製作所情報通信システム社 
 富士通株式会社 
 ESRIジャパン株式会社 
 株式会社リレーションズ 
 日産自動車株式会社モビリティ・サービス研究所 
 西日本鉄道株式会社 
 日野自動車株式会社 
 一般財団法人計量計画研究所 
 日本マイクロソフト株式会社  
 



 
a. 歩行空間の質向上のための空間評価と提案 
b. シェアサイクルの効果的運用策の提案  
c. 次世代バスシステムの提案  
d. 道路システムモニタリングの効率化提案 
e. スマート＆マルチモーダルモビリティのシミュレー

ション評価 

 
a. 交通向けデータ集

積に向けたネット
ワーキング 

b. ICTPの基礎研究開
発 

 

横浜市との協働構築・実証実験： 
都市・交通の問題洗い出し／関係要素の検討 

福岡での実証実験・社会実装 

横国大サテライト：交通対応型ICTプラット
フォームを通じた都市のリデザイン拠点 

交通対応型ICTPの構築 

スマート＆マルチモーダルモビリティシ
ステムの開発 

交通システムに 
必要なデータ選定 

データベースに 
よる基盤提供 

 
a. 都市構造のノー

テーション・リテラ
シー研究 

b. 都市空間のモデル
化研究 

都市リデザイン手法の構築 

交通による都市
リデザインモデル 

交通対応型ICTプラットフォームの概念図 



Phase 1：動向・問題点ニーズ対話（済み） 
①研究者間での対話ワークショップ 
②左近山団地での住民との対話ワークショップ 
③その他各種ワークショップ、レクチャー等 

シナリオ型Phase2： 

①部局横断型対話WS（12月） 
 行政（横浜市）×大学 
 →問題点の共有 
 Ex) 高齢化、公共性、多世代の受容、行政と企業のニーズ  
 の違い、担い手不足、家族の縮小、住民参加、お金 

②若手によるアイディア出し対話WS（1月） 
 ベンチャー企業×行政×建築家×市民×NPO 

Phase 4：COIへのフィードバック 

①バックキャスト、シナリオ双方へ
の展開 
②対話ツールの活用 

アンダーワンルーフPhase 3： 

④、⑤国際シンポジウムにおける対話実験（2月） 
◆ヨーロッパと日本の都市戦略の研究発表とその実践者とのディスカッション 
◆多様なニーズ・問題点の指摘と新しいキーワードの創出 
◆ツール（ブックレット、パンフレット、模型）を用いた自由な議論 

バックキャスト型 
（演繹） 

大学等シーズニーズ創出強化支援事業 

イノベーション対話促進プログラム 
 

【横浜国立大学事業概要】 

シナリオ型 
（帰納） 

―ツールの開発― 

・アンダーワンルーフの議
論の場 
・模型化＋ポストイット 

・対話やアイデアのノー
テーション（ブックレット化） 

Phase 3.5： 

⑥対話ツールについてのWS（対話ツール実験検証） 
→多様な担い手（産・官・学・地域）による新しい対話ツールとイノベーションへ
の応用の議論 

バックキャスト型Phase2： 

③未来ビジョン対話WS（1月） 
 
大学×企業（未来社会研究をしている企業） 

マイクロソフト、日立製作所とのフューチャー
セッション 
 
 

１．空間モデル+ポストイット手法による「アイディアの具体像」を
通じた対話ツール開発 
２．バックキャスト型+シナリオ型によるイノベーション手法の開発 

３．アンダーワンルーフの多様な専門知・市民による議論の場の
開発 
４．議論、対話を記録し、次の対話を促すブックレット手法を開発 
 ＊具体的な実施対象としてソーシャルハウジング（団地）を選定 



交通対応型ICTプラットフォームに基づく都市のリデザイン拠点 
第一フェーズロードマップ 

横
浜
サ
イ
ト
）へ 

  2 0 1 3         2 0 1 4         2 0 1 5 

１．SMMMシステムの設計・実験準備 

２．交通対応型ICTプラットフォームの設計・実験準備 

３．都市リデザイン手法の提案 

都市交通に関する事例調査 

対象二地区の交通情報収集 

MMMのインパクト推計・評価方法構築 スマート＆マルチモーダルな交通システムに
向けた社会実験企画 

情報提供・利用・道路メンテの効率化等を含
む社会実験の準備・実施 

交通システムの技術的・制度的課題の明確化 

GISプラットフォーム構築のための準備 

GISPの基本設計 

GISPのプロトタイプ準備・実証運用 
GISPの機能拡張による関係者コンソーシアム
立ち上げ・社会実験提案 

ICTによる移動手段のスマート化・そのための
アプリケーション検討 

GISPのプロトタイプ活用による交通・都市デザ
インのサポート体制構築 

交通等に関する都市構造のリテラシー＆ノー
テーション技術研究 

対象二地区の都市構造読み解き 

対象二地区の都市構造の空間モデル化及び
実装シナリオの検討 

MM地区における交通システム導入と連動し
た都市リデザイン手法の構築 

郊外地区への交通システム導入と連動した都
市リデザイン手法の構築 

横浜の都市構造ノーテーション研究 

福岡での実装対象絞り込み 

福
岡
サ
イ
ト 

第
二
フ
ェ
ー
ズ
（実
証
実
験
フ
ェ
ー
ズ
）へ 

情報集積・データ提供体制 

問題意識の共有・ 

成果の応用 



初年度成果概略 
• プラットフォーム準備 

• 多層的なデータ構成とGIS技術の整合に向けた概念整理 

•都市のリデザインのための準備 
• １ｋ㎡スケールでの空間設計事例整理 

•都市交通 
• スマート＆マルチモーダル・モビリティの基本概念整理 
• 社会実装に向けた都市交通システムの事例収集 

• バスの活用 BRT (Bus Rapid Transit) 
• 小型車両（軽自動車サイズ）の活用 Paratransit 

• むしろ途上国事例の逆輸入も視野に 

• 郊外斜面住宅地支援技術（参考） 
• 長崎の事例  エレベータ、超ミニモノレール（リフト） 
• メデジン（コロンビア）の事例 ロープウェイ、エスカレータ 

• 自転車シェアリング ＣＯＧＯＯ（学内９か所８０台運用中） 

• 対象地区（横浜２地区（みなとみらい、くぬぎ台（予定）） 
• みなとみらい地区の交通手段混在状況 
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ICTプラットフォームのイメージ 

 地域の時空間情報・データを格納した、ICT基盤とその構築や活用を
行う人的ネットワークから構成されるのが、ICTプラットフォームです。 

 このICT基盤には、深い学術的な知見に基づく、地圏、水圏、気圏、生
物圏、人間圏（人工環境、社会経済環境）、５圏の、定量的な情報、デ
ータ、さまざまなシミュレーション結果が格納されます。 

 また、このICT基盤は、われわれの身の回りから地域・都市、地球規模
まで、スケールを超えて連成し、３次元で可視化しながら分野を超えて
分析・考察し、新たな知を創出することをめざします。 

 この考え方をモビリティに適用して、ICTプラットフォームを構築したいと
考えています。 

 

 



自治体 
ITプラット
フォーム 

道路・公園 

教 育 

文 化 

産 業 

自然・生態系 

環 境 

財 政 

地      圏 

水      圏 

大 気 圏 

生 物 圏 

人 間 圏 
社会経済(概念領域) 

人工環境(物的領域) 

防 災 
福 祉 

地域 
時空間情報 
基盤 

地域住民 

自治体 
オープン・データ 

大学 
研究機関

ディープ・データ 

ICTプラットフォームのイメージ 

エネルギー 

上下水道 

自治体IT 

企業 
ビッグ・データ 
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ICTプラットフォームのイメージ 

空間情報（ＧＩＳ基盤） 
数値情報 

画像情報 

テキスト
情報 多人数で頭脳の活性化   

    多面的な議論・知識を高める「場」 

社会脳(知のネットワーク)の形成 

位置と時系列情報による膨大な情報の統合(構造化と共有）、異(多)分野の連携。 

データ・情報の
持ち寄り 

協働の時代 

情報の共有化 

衆知の時代 



地圏、水圏のディープ・データの例： 秦野市地質構造（堆積層） と水循環 

秦野市地質構造（堆積層） 東西
１km帯状横断面 

地質モデルに基づく水循環シミュレーション結果 
12 

平成21，22年度 秦野市地下水総合保全
管理計画基礎資料作成委託業務報告書 

地 圏 
地質モデル 

 



YNU COI サテライト拠点 
 
内でY-GSAが実施する 

 
「都市再生プロセス（都市のリ・デザイン）研究」 
           
         について 



 都市再生プロセス研究は 

  ①白地図に未来都市を描くのではなく、既存の都市組成・活動の構造を読み解き、 

    核心となる部分を更新することで、未来都市に向けてイノベーションさせる手法の研究 

 

  ②建築や都市などの物理環境だけでなく、交通、エネルギー、防災、農業、福祉、働き方、 

   家族像の変化、などライフスタイル全体の動的な構造性を観察・研究 

 

  ③最小限の介入（点的な介入）で、イノベーションが連鎖するような手法の研究 

  



 都市再生プロセス研究は 

 

  ④これからの地域活動の基盤となるような結節点＝ノード空間を交通ネットワークと共に 

   考える 

 

  ⑤復興計画、少子高齢化、郊外化、都心部の空洞化、スラム化など全世界の問題を俯瞰 

    しつつ、ローカルな問題にも注視する 



 都市再生プロセス研究は 

  ⑥都市や建築のなかでの人の活動、気流、温度、など動的で可視化しにくいものを記述し、 

   その記述に基づき。都市生活をイノベーションする理論をつくる。 

 

    ⇒ex, 「さ迷い歩き」指数、活動密度評価、fluid direction  



都市交通 
• 教員 

– 中村文彦（教授）：都市交通計画：バス、自転車、途上国 
– 田中伸治（准教授）：交通工学：ITS、駐車、シミュレーション 

• 紹介：研究課題例（直近の修士論文等） 中村関連 
– LRT（Light Rail Transit）の歩行者空間走行時安全性評価（国土交通省） 
– BRT（Bus Rapid Transit）の輸送能力評価（科研基盤B) 
– 自転車シェアリングシステム評価（学内COGOO） 
– 東南アジア都市交通の低炭素化評価（環境省総合研究） 
– 知的障害生徒通学支援システムの開発（ドイツ政府？） 
– 高齢運転者免許返納後の移動支援評価（東急） 
– Paratransitシステムの改善可能性と移転可能性 
– 郊外斜面住宅地の移動支援システム評価 

• 紹介：プロジェクトベース課題例 

– 都市の交通戦略立案  天神、柏の葉、 
• Smart & Multimodal Mobility System     

– 新交通システムシーサイドラインの経営再建支援策 
– 那覇市の混乱している４社のバス路線をソウル型バス体系への改革提案 
– 香取市佐原地区の歴史的街並み整備と道路空間再配分提案 
– みなとみらい地区の移動環境改善提案 等 



各交通手段の役割分担像 地区の既定計画 各交通実験プロジェクト 

地区交通ビジョン 
＜スマート＆マルチモーダル＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スマート 
技術最先端 
Intelligent 
低環境負荷 
Sustainable 

マルチモーダル 
 

行動の選択肢充実 
 

自家用車依存不要 

コンベンショナルモード    ニューモード 

歩行者 超小型モビリティシェア 

自転車 サイクルシェア・レンタサイクル 

（自家用車） カーシェア 

バス オンデマンドバス 

マルチモーダル・ビジョン（MV) 

基本骨格（人流：長期大枠） 

マルチモーダル 
モビリティ 
ステーション 
（M3S) 

現況診断 

ショーケース
タウン 

シェアリング
システムズ 



マルチモーダルビジョン（ＭＶ） 技術的分類 
緑色分類→ニューモード 

大分類 小分類 課題・おおよその方向性 

徒歩系 徒歩 常に最優先。 

超小型モビリティシェア 専用通路確保し、優先経路選定 

自転車系 個人利用自転車 基本的には推奨。通勤利用はやや抑制。 

レンタサイクル ビジター長時間貸出用 

バイクシェア 住民の定期的利用。個人利用より推奨。 

オートバイ系 
 
自動車系 

オートバイ 地区内では自転車を優遇。電動バイク配慮 

カーシェア・電動バイクシェア ビジター短時間利用。居住者保有抑制 

レンタカー ビジター長時間貸出用 

個人利用自家用車 地区内利用は推奨せず 

タクシー系 タクシー バリアフリー指向の強化 

相乗りタクシー 需要ピーク時に推奨（病院アクセス等） 

乗合タクシー 一部バス路線の転換策として 

バス系 オンデマンドバス 一部バス路線の転換策として 

バス 幹線、循環路線等強化。他は上記２手段へ。 



クリチバ（ブラジル）のバスシステム（1966計画、1974運行開始） 
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バス専用道路沿いに 
超高層住宅誘導 

公共施設隣接バスターミ
ナルを核とした階層的路
線網（路線種別別塗色＋

乗継運賃無料） 

市による計画と運営＋民
間事業者へ委託運行。 
運賃収入は市に納入 

PDCA型改善による成果 
（1974 から2000頃まで） 

幹線バスは運賃事前収受
改札付高床駅＋３連節バ
スに進化（世界初）。. 

連邦中央政府が自家用車
保有と利用の推進。 

都心地区民間駐車場立地
抑制策中止（2004年） 

運転手質低下により 
乗り心地等悪化 

超高層住宅人気上昇価格
上昇で低所得者は都市外
縁部へ。専用道路沿い居
住者はバス利用しなくなる。 

情報通信技術導入遅延で
管理非効率化 

PDCA軽視へ (2000 - ) 



ボゴタ（コロンビア）の「トランスミレニオ」（1995計画、1999運行開始） 
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都市圏ガソリン税増税
→バス財源確保 

ナンバープレート規制 
→自動車需要抑制 

大規模輸送力実現 
(45,000 人/方向/時) 

高速運行実現 
途中無停車通勤急行 

幹線は改札付駅方式 
支線運賃無料 

乗務員運賃搾取防御 

速達＆安全サービス 
自家用車から転換 

ICTの徹底活用 
効率運営と乗務管理 

乗務員質保持重視 
給与保証と訓練 

交差点での優先信号制御無 

幹線バス道路と連動した土地
利用規制誘導未着手 

舗装状態管理不備 
道路陥没箇所でバス遅延 
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informal 

   formal 

paratransit 

taxi bus 

Service characteristic 

bus taxi 

Vehicle size 

Vehicle 
size 

Route flexibility 

taxi 

Bus 

Smaller  
bus 

Small taxi 

shared 

individual 

big small 

Route van 

Motorcycle 
taxi 

Silor lek 

多様なメニューのある
パラトランジット（タイ） 



斜面密集市街地のリデザインに向けて 

  斜面密集市街地の割合が高い →43％ 
  特徴的な斜面移動支援交通導入の事例 
  →斜行エレベーター、斜面移送リフト 

長崎の事例 

長崎市における斜面市街地への行政の取り組み 

施策意図 事業内容 

住環境向上 老朽空き家対策事業 

交
通
に
関
す
る
施
策 

移動困難者支援 
 

福祉移送サービス 

斜面移動支援交通の導入 
 ・斜行エレベーター 
 ・斜面移送リフト 

公共交通ネット
ワークの強化 
 

車みち整備事業 
（幅員4ｍ以下道路の整備） 

公共交通空白地域解消事
業 
（乗り合いタクシー） 

車道ネットワーク
の強化 

生活道路の整備 

斜行エレベーター 
 ・2003年完成 
 ・17人乗り 
 ・誰でも利用可 
 
（市内に現在1か所） 

斜面移送リフト 
 ・2002年～04年 
 ・2人乗り 
 ・高齢者、障害者 
  のみ利用可 
（市内に現在3か所） 



斜面市街地の取り組み例 
 メデジン（Medellin、コロンビア) 

• コロンビア第二の都市。 
• 人口220万人。標高1500ｍ。面
積約380k㎡ 

• コロンビア唯一の高架都市鉄
＋BRT＋自転車推進 

• 南米初の循環型ロープウェイ
「メトロカブレ」 乗継無料 
• 2004：メトロと貧困地区中心（ス
ペイン図書館公園）を結ぶ
1.8km４駅開業。2600万米ドル 

• 2008：第二弾路線開業。
2.7km4駅 

• 図書館公園（５か所）設計 
• 初等教育強化の一環。貧困地
区児童生徒向け 



シェアリングシステム実践事例 
COGOO＠ＹＮＵ（学内自転車共同利用） 

晴天時10回/台/日を誇る高い利用率 
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ベイバイク 

チョイモビ 

桜木町駅 

桜木町駅バスターミナル 

ベイバイク チョイモビ 路線バス 
あかいくつ 

みなとみらい100円バス 

登録 要 要 不要 不要 

貸出方法 
・交通系ICカード（発行代無料） 
・おサイフケータイ（発行代無料） 
・専用ICカード（発行代525円） 

スマートフォン予約 
＋専用ICカード 

- 
 

- 
 

基本料 要 不要 不要 不要 

決済方法 
クレジットカード 
 

クレジットカード 
 

・現金 
・交通系ICカード 

・現金 
・交通系ICカード 

備考 - 要免許・講習会参加 ・京急バスは土休日100円 みなとみらい100円バスは土休日のみ運行 

みなとみらい 
   モビリティマップ 

凡例 

赤 ベイバイク 

水色 チョイモビ 

紫 京急バス141系統 

オレンジ（実線） あかいくつMルート 

オレンジ（破線） あかいくつCルート 

黄色 みなとみらい100円バス 

ピンク 市営バス109系統 

緑 市営バス156系統 

黄緑 市営バス292系統 

茶色 市営バス270系統 

ピンク（破線） みなとみらい線 

黒（破線） JR根岸線 

薄桃 ペデストリアンネットワーク 

  ＋番号 バス停位置＋系統 



次年度に向けて 
•基本理念再整理 

• ICTプラットフォームの最大限の活用 
• ゴールは誰もが参加できる都市へのリ・デザイン 

• 交通手段の使い勝手がよくなれば良い、というレベルの議論ではない 

• 社会参加促進、ソーシャルキャピタル育成のための都市、そのための
交通  交通システムの改善と都市空間の再設計を連動させる 

•横浜MM地区での具体的展開準備 
• 地区の都市活動基礎情報 
• 地区の移動実態基礎状況 
• 地区の移動手段提供状況 

• 対象手段：電車、バス、超小型モビリティシェア、自転車シェア 

• 地区の道路維持管理実態診断 
• 具体的な改善課題の抽出と改善代替案提案 

• シェアシステムポートの設計、運賃料金支払いシステム調整 

•横浜くぬぎ台地区（予定）での作業準備 
• 基本的にはMMに準じるが、居住環境・日常生活圏を重視 

 



企業及び自治体とのコラボレーション戦略 素案 

• 地区を支える道路の健康管理 
• ゴミ収集車にカメラ装着で道路面撮影   

• ＋横浜市＋富士通 

• 画像解析で詳細調査箇所判定技術  
• ＋九大＋横浜市＋富士通 

• 地区のスマート＆マルチモーダル環境創出 
• 対象：自転車シェアリング＋カーシェアリング＋公共交通 
• 連携実態の分析と連携強化場面の抽出 

• ＋横浜市＋IBS＋日立 ＋YNU佐土原チーム 

• 予約システム＆決済システム一元化（交通系ICカード利用）検討 
• 横浜で→ ＋横浜市＋日産モビ＋日立 
• 福岡へ→ ＋福岡市＋西鉄＋日立＋リレーションズ 

• 郊外地区の生活機能との連携検討 
• ＋横浜市＋YNU小嶋北山藤原西沢チーム＋日野＋IBS 

• 郊外地区で小型車両による巡回サービスと基幹バス輸送連携実験 
• 横浜で→ ＋横浜市＋日野＋IBS 
• 福岡へ→ ＋九大＋福岡市＋西鉄＋日野＋IBS 


